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図-7.1 ワシントン・ローブリング

(撮影 1870) 

第 7 章 技師長 

フェンクス氏の提案で，ワシントン・A・ローブリング大佐を技師

長に選定すること，執行委員会が技師長の報酬を決定する権限を有す

ること，執行委員会の承認を前提として，技師長が適切と考えるアシ

スタント技術者を雇う権限を有することが，決議された。 

1869 年 8 月 3 日のニューヨーク橋梁会社の 

取締役会の議事録より 

 

ワシントン・A・ローブリング（図-7.11）は，南北戦争中にも，このような時期があったこと

を心得ていた。何も起こりそうにない時でも毎日が過ぎて行くこと，たくさんの計画を立案し次々

と決断して行かねばならない時でも，配慮すべき不測の事態や，無数の気を配るべき些細な項目，

与えられた命令など，そのうちのどれもが，その後の結果の全体的方向性を左右する可能性があ

ることを，心得ていた。彼は，「手元で，『はい』とか『いい

え』という人達が必要であり，彼らがどちらの返事をするか

で，たいてい大きな違いが出る」と好んで説明していた。 

 

その年の初め，ブルックリン側の主塔の土地が，最終的に

橋梁会社の法律上の資産となる時まで，市民が待ち望んでい

た工事には着手することができなかった。しかし，舞台裏で

は，数えきれない事項を処理する必要があった。ワシントン・

ローブリングは，8 月初旬の技師長への指名から，1870 年 3

月，最初の巨大ケーソンの製作着手まで，極めて忙しい日々

を送っていた。 

 

仕様書を仕上げる必要があり， 杭や木材・セメント・コールタール・発破用火薬などの基本的

な材料について承諾する必要があった。ありとあらゆる特別な設備や機械を注文する必要があっ

た。それは，エアコンプレッサー・巻上げ用エンジン・石積櫓・クラムシェル用バケット・削岩

機・ケーソン用エアロックであり，そのほとんどを最初から設計して特注する必要があった。い

ろいろな製造業者の生産能力や技量については，普通は直接に視察して判断する必要があった。

労働者を集める時には，就職希望者の面接を行う必要があった。 

 

ローブリングには，この種の計画や工事について，軍隊や父と一緒に行った多くの経験があり，

大きな建設事業を仕切る仕事は，ウィリアム・キングズレーの専門であった。キングズレーは，

10 月 14 日の執行委員会の会議で，総括責任者に指名された。また，執行委員会と一緒に，キン

グズレーは契約先を決定することになっていた。ヘンリー・マーフィーから，ローブリングは契

約に関して何もしなくて良いと説明されていた。キングズレーが本部長の職責に対して，どれほ

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

Rutgers University, Department of Special Collections and Arhives 
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図-7.3 チャールズ・ローブリング（左）と 

並んだヒルデンブラント(右) 

どの報酬を受け取っていたかは，ちょっとした謎であった。 

 

ローブリング直属の部下は，8 月末時点で 6 名であった。ペイン大佐，キングズレーが選んだ C・

C・マーティンとサム・プロバスコ，そして，ローブリングが父の死後すぐに雇った 3 人の青年で

あった。彼らは，フランシス・コリングウッド・ジュニアとジョージ・マクナルティ，ウィルヘ

ルム・ヒルデンブラントの 3 人であった。 

 

コリングウッド（図-7.22）は，トロイ（レンセラー工科大学）でのローブリングの友人であっ

た。彼は，ローブリングより 2 年前に学年で 1 番の成績で卒業したが，それ以来，ニューヨーク

州エルマイラで親族の宝石商を手伝っており，技術的な経験はあまりなかった。ジョン・A・ロ

ーブリングであれば，おそらく，コリングウッドは雇わなかったであろう。だが新しい技師長は，

彼の人間性を理解しており，熟慮のうえ，ブルックリンでローブリングの仕事を手伝ってくれる

ように，エルマイラのコリングウッド宛に手紙を書いていた。コリングウッドは，1 ヵ月間だけ

手伝うという条件で同意した（おそらく宝石商の仕事が繁盛していたと思われる）。8 月中旬にブ

ルックリンに彼が到着し，ローブリングは，ブルックリン側ケーソンの計画を担当するペインを

補佐する仕事に，彼を就けた。 

 

マクナルティは，彼ら中で最年少のわずか 20 歳であり，ニュ

ーヨーク出身でバージニア大学を卒業していた。彼には少しの

測量経験があったが，それは経験を合計しても，ほんの僅かで

あり，最初にその仕事を志望した時には断られた。そこで彼は

無報酬で働くと申し出て，ローブリングがその態度に感心して，

マーティンの補佐として賃金を払って雇用した。 

 

3 人の新人のなかで，ヒルデンブラント（図-7.33）だけがし

っかりした技術を身につけていた。がっしりした体格で髭を生

やしていない若いドイツ人は，わずか数年前に

アメリカ合衆国にやってきたばかりであり，別

格の才能のある製図工であった。以前から，彼

はジョン・A・ローブリングの依頼で，数多く

の橋梁の完成図を作成していた。その中には，

主塔の上側で雲が流れるような大きなパノラ

マの描写も含まれていた。それは，技術者が，

完成した橋梁の見え方を説明するための，三次

元的な概観図のひとつであった。最近では，新

しいグランド・セントラル駅を建設中のバンダ

ービルトの会社の建築技師たちのもとで働き，

                                                        
2  Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, N.Y., The Institute Archives and Special Collections, Photograph Collection 
3  https://blogs.princeton.edu/graphicarts/2008/09/designing_the_brooklyn_bridge.html （参照日 2015-01-23） 

図-7.2 コリングウッド 

(1834-1911)1895 撮影 
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図-7.4 グランド・セントラル駅の上屋アーチ 

列車操車場を覆う巨大なアーチ形の屋根（図

-7.44）を設計したのは，わずか 22 歳の彼であっ

た。ヒルデンブラントは，自分の時間のほとん

どを事務所で費やし，橋梁のいろいろな部分の

応力を計算して図面を完成させていった。だが，

花崗岩の切出しを監督するために，メイン州に

も出かけたこともあった。主な仕事は，工事に

先立って，計画を順調に進めることであった。

彼は，とても役に立つ男となっていく。 

 

チャールズ・シリル・マーティン（1831～1903 年）は，C・C・マーティンとして知られており，

ローブリングに次ぐ実力者であり，俸給は年 5 千ドルであった。マーティンは，ローブリングよ

り 6 歳年上で，大柄で飾り気がなく男らしい顔立ちで，耳以外は均整がとれていた。その耳だけ

は極端に大きく，髭は切り整えられており，その立ち居振る舞いはグラント将軍仕込みで，父亡

き後のローブリングと同様に評判が良かった。マーティンもレンセラー工科大学の卒業生であっ

た。ローブリングより前のクラスであったが，彼が，最初にトロイの学校に入学したとき既に 23

歳であり，その時でさえ古顔と見なされていた。1869 年当時，結婚して 10 年経ち，4 人の子供の

父親で，ウィリアム・キングズレーの会社で 3 ヶ所の異なった貯水池の建設に携わった経験があ

った。彼は，ブルックリンで新しい水道本管を敷設し，プロスペクト公園建設を担当する主任技

術者の経験もあった（公園の実際の設計は，有名な造園家フレディック・ロウ・オルムステッド

とカルバート・ボーによって実施された。彼らは，セントラル・パークの設計も手懸けており，2

つの公園の中で，セントラル・パークのほうが小さな仕事と考えていた）。マーティンは，息子の

1 人にキングズレー・マーティンという名前をつけていた。したがって，キングズレーとの対応

やブルックリン政界の知識が何かと必要な場合には，マーティンは適任であった。 

 

マーティンは，キングズレーの関心の的であった備品調達と，作業員の雇用に専念していた。

彼は，実質的な橋梁の執行役員となっていく。プロバスコと若いマクナルティは，その補佐であ

った。 

 

ローブリングを含む技術職員の平均年齢は，およそ 31 歳であった。ペインは 41 歳であり，年

長の職員であった。 

 

この橋梁は，彼ら全員が初めて経験する仕事であり，お互いになじみがなかった。これまで経

験したこととまったく違う仕事になることは，全員が認識していた。しばらくして，シンシナテ

ィ橋の建設に従事していたこともあり，辛辣で臨機応変な E・F・ファリントンが，機械工長に任

命された。だがこの時点で，それまでにローブリング橋梁，すなわち吊形式の橋梁の建設に従事

した経験があったのは，技師長だけであった。彼でさえ，このような特殊な橋梁で現れる様々な

                                                        
4  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LOSSING(1876)_p258_GRAND_CENTRAL_DEPOT,_NYC.jpg  

（参照日 2016-03-15） 
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図-7.5 ホレイショ・アレン

(1802～1889) 

問題に対処した経験はなかった。 

 

それでも最終的な決断をしたのは，ワシントン・ローブリングであ

った。そして，どんなにスタッフが彼を助けても，あらゆる重要な決

断は，彼が最終的に行った。そしてこの段階で，実施すべきあらゆる

決断の中で，どの決断が長い目で見ると重要事項となっていくかを識

別する確実な方法は，ほとんどなかった。さらに，ローブリングには，

取締役会や全権を有する執行委員会，両市の役人，年配のホレイシ

ョ・アレン（図-7.55）等に対応する役目があった。そのホレイショ

は，吊橋の建設経験がなく，事業については何の知識もないくせに，

自分が選択するような場合には，やたらと権力を振り回すとの評判が

ある高給取りの技術顧問であった。 

 

ローブリングは，新聞や数社の専門誌が好んで紙面を提供した一夜漬けの専門家からの批判に

も対応した。サミュエル・バーンズ・B・ノランという狂気じみた人物が，サイエンティフィック・

アメリカン誌で，滑りやすい天候では荷車にとって橋が急勾配過ぎるので，中央径間を低くする

ことになり，事業全体が完全な失敗となるだろうと強く主張した時期は，彼の父親が亡くなった

直後であった。その主張が不合理であることを，ローブリングは理解していたが，1 件のそのよ

うな記事についても，その理由を説明するために，数人の影響力ある政治家や慎重すぎる取締役

に対して，数時間を浪費することになった。 

 

彼が必要なことを実施するために，特にそれが当初の計画から変更する場合，あるいはそのよ

うに見える場合，正式な書面で自らの推奨案を提示する必要があった。工事が進むにつれて，途

中のありとあらゆる段階で説明する必要があり，執行委員会宛ての長い報告書の中で，彼のあら

ゆる決断内容に関する理由を述べていた。これらは，詳しく公正で，なおかつ非技術系の同僚が

理解できるような言葉で，完全に説明する必要があった。あらゆる報告書が公的文書にもなるこ

とを彼は認識しており，その責任者としても市民の信頼を保持するために，何があろうとも工事

ばかりでなく各々の報告書にも，十分な説得力が求められた。物事がうまく行かなかったり，粗

悪材料が判明したり，設備が壊れたり，予定より工事が遅れたり，構造自体の数箇所に欠陥があ

ったり，会計の不正操作があったり，工事費の抑えが効かなくなったり，部下の判断に誤りがあ

ったり，事故が発生したりすれば，責任を負うのは彼であった。やがて，約千人の男たちが彼の

指示で働くこととなる。 

 

この時点で実施すべき計画の中での最重要事項は，最も一般的な類いのこと，すなわち彼の父

が検討していなかった詳細構造を決めることであった。 

 

それは途方もない規模の責任であり，専門的な年輩の技術者や能力のある技術者もいたが，彼

らにそれができるとは思えなかった。だが，ワシントン・ローブリングは，一瞬のためらいを示

                                                        
5   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hon._Horatio_Allen_-_NARA_-_526419.jpg （参照日 2016-01-12） 
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すことさえ全くなかった。それまでに彼は，軍事用の 2 橋梁を除いて，橋梁の全責任，すなわち

絶対的な最終決定権を持ったことはなかった。 

 

それまでのところ，彼は，自分の部下や，企業と関係するいずれの私的団体の信頼を得るよう

なことを，何もしていなかった。彼は父親が指示した態度をずっと保持していた，だから，橋梁

建設で何かを企てている人々には，手の出しようがなかった。さらに，おそらく彼は，最初から

気づいていたので，自分が行うどのような事でも，父ならこうしたであろうという観点から判断

していたはずである。彼は絶えず父親と比較され，彼の発言や約束について責任があった。彼が

どんなに適切に成し遂げても，どんなに一生懸命頑張っても，それは常にジョン・A・ローブリ

ングの橋梁だからと見做された。失敗すれば，全てがワシントン・ローブリングの責任であった。 

 

言うまでもなく，彼が父親のような人物であることを立証できるかどうかが，その時点では大

きな問題であった。 

 

 

 

32 歳のワシントン・オーギュスト・ローブリングは，多くの面で父親にとても似ていたが，ま

た全く異なる面もあった。ジョン・ローブリングは，ヨーロッパ人，より厳密に言えばヨーロッ

パの知識人，本質的には鍛練による完璧主義者，そして，彼自身の信念を上流階級での才能とし

て認めるとすれば貴族であった。ジョン・ローブリングは，あまりにも厳格で，ひどい気質で，

天才として広く認められていた。 

 

その長男のワシントン・ローブリングは，穏やかな態度で，堅苦しくない思いやりのある男性

であり，彼自身も言っていたように，父の標準からすれば，まさに少し怠惰な気性であった。家

族は，彼の気性が母親似であると言っていた。家族が言うように，彼には母親のような人に対す

る寛容さや穏やかさがあった。彼はとても聡明だったが，そんなに輝くほどではなく，天才でも

なかった。そして彼には父のような独創的な創造力がなく，これが 2 人の大きな違いであった。

なお，妻のエミリーが書いているように，彼はとても多才な技能の持ち主であった。彼は，一流

の古典学者であり，数か国語に精通し，すばらしい音楽家でもあった。必要な場合には，しっか

りと考えを口に出すことができ，父より心を開いたすばらしい対応をすることができた。彼は，

同僚達の表面的なものより，むしろ内面的な面にかなり多くの関心を持っており，父親のような

威圧的な態度をとることは全くなかったけれども，人々と一緒に働くことは，はるかに上手であ

った。何かにつけて，彼はとても人情味があった。 

 

ワシントン・ローブリングは，専門的な面では，同僚達と同じような技術力があった。すばや

く計算ができ，素晴らしい製図工であり，詳細事項にも精通し，父親と同じ完璧さを目指す情熱

を持っていた。そして，父親と同様に，かなり多くの肉体的勇気（肉体的な苦痛などに直面した

ときに試される勇気）があった。しかし，自分を創造的な天才とは考えたことはなく，常にどこ

でも他人にそのような印象をあたえる態度をとることはなかった。妻は，彼のことを「礼儀につ
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いてはむしろ無頓着」と言っていた。彼は，父ローブリングが自慢である一方で，父の慢心をほ

とんど受け継がなかった。このことが，彼の見方によれば，同じような名声を得るチャンスを大

きく減らしたようである。彼は「歴史は我々に，自分の気質の中に多少の慢心を持たないと，立

派な人にはなれないと教えている。・・・立派な人物になろうとする人には，たとえ他人を感動さ

せる目的しかなかったとしても，自分自身の適切な意見を持つことも必要である」と後に書いて

いる。 

 

一見したところ，ワシントン・ローブリングは，むしろ寡黙のように思われるが，好感の持て

る人格で，ほのぼのとして気取らず，魅力的なほど謙虚であった。彼の名前は別にして，実際に

初対面で並外れたものを感じることはなかった。父親のような強い印象を与える人物ではなかっ

た。彼の父親は，さらに何よりも偉大な人物のように見えた
．．．

。 

 

しかし，当時の仕事を行う能力に関して，絶対的で全幅の信頼性を有しているという点では，2

人は全く同じであった。 

 

人の気質は遺伝やその一部で決定されると，ワシントン・ローブリングは深く信じていた。彼

が「ローブリング魂の特色」と呼んでいるものについて書き遺している。それは，人が何かをし

ようと考えた時，他人から助言をもらうこともできず，それを言っても一般に拒否されるような

場合など，他の方法がまったく無い時でも，そのことをやり抜こうとする意志の強さであった。

この「思い上がった独立独歩」の性格は，ローブリングも持っていた家族の気性であり，オラン

ダ人の普通の頑固さよりもひどく，長所と同程度の障害でもあった。しかし，彼は「人がありが

たいと思わないことまで，全てのことを継承すると言うのであれば，それは問題である。一般的

な単調な人生ではそうかもしれないが，各世代では，次々と全く異なる状況や環境が生じてくる。

このようなことに対しては，「次世代の人間」が継承した気質に自らを適応させ，克服し，自らの

道具として利用するような力量を身につけるように対応する必要がある」と述べている。 

 

彼は，6 歳くらいから「次世代の人間」と言われ始めたが，父親と違って，古代の城壁に守ら

れた都市で育ったわけでもなく，哲学で自分を満たしたわけでも，一部の遠い理想郷での将来の

解放を夢見たわけでもなかった。彼はアメリカ人として成長しており，ワシントン・ローブリン

グと有名な父親との最も明白で重要な違いは，まさしくそれであったに違いない。さらに彼は，

その世代のアメリカ男性にとって最も特徴的で影響の大きな 2 つの体験をしていた。その一つは，

地方の発展の遅れた地域で少年時代を過ごしたことである。そこは開発されてから歴史も浅く，

依然として貧しい地域であった。もう一つは，南北戦争を経験したことである。彼が，父親とは

違って，アメリカの農場の若者であり兵士でもあった。これら 2 つの経験が，彼が言ったように，

自らの気質を決定づける重大な役割を果たした。 

 

またそれ以外に，ジョン・A・.ローブリングという父親のもとで，成長したことも挙げられる。 
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ワシントン・ローブリングの 1867 年 5 月 27 日付パスポートには，ウィリアム・H・スーワー

ド6の署名があり，次のような身体的な特徴が記されている。「年齢：30 歳，身長：5 フィート 9

インチ（175cm），前額部：広い，目：軽い灰色，鼻：短い，口：小さい，顎：四角，髪：明色，

肌色：色白」 

 

数年後に交付されたパスポートでは，彼は 1 インチ(2.5cm）背が高くなっており，その記載に

よると彼の目は青となっている。しかしいずれにせよ，さらに印象的な容姿は，セオドール・ラ

イマンという北軍の大佐の戦時中の手紙のなかの 1 通に記載されている。その大佐は，ジョージ・

ミード将軍の参謀を勤めた人物である。 

 

ローブリングの特徴は，次のようである。彼の髪は明色で，目は青く，誰も眼中にな

いように落ち着いている。彼の乗馬は，鐙（あぶみ）の位置を足指の先端がちょうど触

れるほど長くして，ものすごくかがんだ姿勢である。そして，彼は長靴を履かないので，

ズボンの裾はいつも破れて，ぼろぼろである。彼は，最も危険な場所で敵の位置を探し

出し，いつも全く何でもないような素振りを見せて，引っかき回しに行く。彼の会話は

礼儀正しい言い回しだか，短くて飾り気がなかった。 

 

ミード将軍が「その砦は，どのような状況か？」と叫ぶ。「知らなくて結構です。そこ

は，何でもありません」と彼は簡潔に答える。 

 

一般的な考えに反して，彼にジョージ・ワシントンという名前はつけられなかった。理想主義

的な若い移民のジョン・ローブリングは「新しい共和国の歴史で自らが最も影響を受けた名前」

を最初の息子の名前として，「あがめるように選んだ」と言われている。だが息子自身は，別の話

をしている。彼の名前は，バージニア州リッチモンド出身のワシントン・ギルの名をとって命名

したとのことである。その人物は，彼の父親がアレゲーニー山脈の鉄道線路の敷設を手伝うため

に雇った測量士であった。ワシントン・ローブリングは「私の誕生の知らせが届いた時，彼らは

山の頂上に座っており，ギル氏は自分の名前にちなんで名付けるように頼んだようである。ギル

という部分は使われなかったが，ワシントンという名前で，私はそれ以来ずっと悪戦苦闘してい

る」と書いている。 

 

彼は 1837 年 5 月 26 日に生まれた。彼は，その当時の父親の不在を，いかなる意味でも軽視や

天啓と考えたとしても，そのような発言をすることはなかった。また洗礼命名式で，牧師の不在

に困ることもなかった。「私は，・・・郵便局長のシリー氏から洗礼を受けました。そこには，ま

だ牧師はいなかったからです。でも，そのことでの悪影響はでていません」。6 歳になった時，父

親は彼のことを「頑丈な，しっかりした，おとなしい少年」と説明している。 

 
                                                        
6  ウィリアム・ヘンリー・スワード（1801～1872）は，ニューヨーク州出身の政治家であり，ニューヨーク州知

事とアメリカ合衆国上院議員を務め，エイブラハム・リンカーンとアンドリュー・ジョンソン両大統領の下で

国務長官を務めた。 
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自宅から対角線上の街路の向こう側には，父親が建設した教会があった。その向こう側の大き

く広がった農地には，最初の入植者が植えた果樹園があった。しかしいまだに，黒っぽい樫の木

を中心とする大木の原始林や，動物達がいっぱい住んでいる低木の二次林も広がっていた。彼は

「1845 年になっても，黒クマが大通りに出てくることがあり，私は逃げた」と付記している。 

 

社会生活は明らかにドイツ風であり，マナンガヒーラのライ麦が，生命の糧と考えられていた。

娯楽として，人々は自宅で芝居，あるいは小規模なパーティーや舞踏会を行った。ベルリーナが

バイオリンを，ウィッケンハーゲンがヴィオロンチェロを，ネーアーがコルネット（金管楽器）

を，ローブリングがフルートとオルガン（鍵盤楽器）を演奏した。 

 

生粋のペンシルベニア人は，彼らをラテン農民と呼んだ。それは，彼らが農業のことより，多

くのラテン語を知っていることを，意味したものである。面白い話には事欠かなかったと，ロー

ブリングは思い返している。隣には，フェルディナンド・ベーハーというミュールハウゼン出身

で立派な書斎を持っていた羊毛の毛羽立て職人と，アイゼンハートという義理の兄弟が住んでい

た。アイゼンハートは，ワーテルローでフランス軍の攻撃に対して，ホウゴウモント城を固守し

た連隊に所属していた。ベーハーは，ワシントン・ローブリングをとても可愛がってくれるので，

幼い少年は毎日に隣家に遊びに行っていた。そして，決して壊れることのない大きな樫の木の扉

に，フランス軍の弾丸が雹（ひょう）のように打ち込まれる様子を，アイゼンハートが何度も繰

り返して話すのを聞いていた。 

 

南北戦争の 1 年ほど前，ワシントン・ローブリングは，ピッツバーグに住み，アレガニー川橋

梁の現場で父親と一緒に働いていたとき，祖母のハーティングを訪ねて，サクソンバーグに戻っ

たことがあった。父親は一緒に戻ることを拒否した。それは，ワシントンにとって大変がっかり

する体験であり，自分も必要以上に戻ろうとは心から望まなくなった。子供にとって，生まれ故

郷は世界中で最もすばらしい場所のようだと，彼は述べている。  

 

どこの家へも入ることができた「ローブリング少年」には，そこの人々が持って来た

多くの先祖伝来の家財が珍しかった。それは，不思議な古時計，古い聖書や本，古風で

趣のある絵、銅・真鍮・磁器製などの斬新な調理具，長いドイツパイプなどであった。

祖母ハーティングは，表面に彫刻が施された木製の旅行鞄を持っていた。その内側には，

ナバリノの海戦でトルコ艦隊が燃え上がった状況を示した絵が貼り付けられており，そ

れを見るのが楽しみであった。同じような絵として，カッツバッハの戦いで，ブリュッ

ハー元師がフランス軍を撃退している場面の絵もあった。 

 

少し離れた農場には，ベナンゴに向かう古いインディアンの小路が明確に残っていた。その小

路を，デラウェア族やショーニー族・セネカ族・マンシー族が，だれも知らないほど昔から使っ

ていた。ジョージ・ワシントン自身も，その路を徒歩で旅したことがあった。グラヴァーという

年配の鍛冶屋は，バトラー郡初の移民として知られており，その当時まだ生きており，ものすご

い尊敬の的であった。彼はフォージ渓谷に住んでいた。また，おそらく郡内で最も有名な人物は，
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図-7.6 レンセラー工科大学（1824 年頃) 

バッファロー郡区で亡くなった老婦人である。その郡区の話は開拓者の伝説の一部であり，それ

を聞いてローブリングは成長した。彼女の名前は，マッシー・ハービソンといった。1792 年に，

彼女は，セネカ族とマンシー族に捕えられた。彼らは，彼女の目の前で彼女の 2 人の子供を殺害

した。その後，彼女と残った 1 人の幼い子供を彼らの前面に引き出し，森の中を進む悲惨な強行

軍に出発した。しかし，彼女は何とか逃げ出して，生きるために信じがたいほど疾走し，赤ん坊

を連れて荒野の中を 4 日間移動した。彼女が半死の状況でピッツバーグにたどり着いたとき，彼

女の足から 150 本以上のとげが引き抜かれたことが，信頼できる話として記録されている。 

 

サクソンバーグは，春にカナダに向かうリョコウバトの毎年の飛行ルート上にあり，ハトが空

を埋め尽くす光景を，ワシントン・ローブリングは生涯に渡ってよく話していた。その小さい町

はものすごい雷雨が発生するところであった。また 1843 年には巨大な彗星を見るため，夜遅くま

で，メイン・ストリートの麓を先頭に最後尾の教会の屋根の上まで，人々が殺到した。 

 

妊娠中の母親が家族を引き連れてトレントンへ引っ越した時，ローブリングは 12 歳であり，東

部の仕事にかかりきりの夫が不在での移動であった。ローブリングは，弟のフェルディナンドと

ともにトレントン学院に入学し，その後 5 年間，学校生活を楽しんだようである。彼はバイオリ

ンに親しみ，天文学と鉱物学に興味を持ち，技術的な職業につくことを決めた。しかしながら，

それについては，多くの選択肢はなかったようである。 

 

かつて 1853 年の冬，彼は父親と一緒に，ニューヨークに出かけたことがあった。ナイアガラ橋

の工事は春まで中断しており，父は他の事業を引き受けていた。理由は明らかではないが，彼ら

はブルックリンに渡ることになり，乗船したフェリーが途中で氷にとざされ，気が滅入るような

数時間を過ごした。彼の父親のような激しい気性の男性にとって，そのような自然現象に翻弄さ

れるということは，間違いなく苛立たしい経験であった。だが，その結果として，ジョン・A・

ローブリングと一緒にいた息子には，その場で心の眼に橋梁が見えたという話である。 

 

17 歳になったワシントン・ローブリングは，技術を習得するためにトロイに向かった。トロイ

こそが息子のための場所であると，父親は

以前から決めていた。 

 

 

 

トロイのレンセラー工科大学は，アメリ

カで初めて「理論的かつ実践的な科学」の

教育を行うという特定の目的で設立された

新しい種類の学校（図-7.67）であった。そ

                                                        
7  レンセラー工科大学（Rensselaer Polytechnic Institute、略称：RPI）は，ニューヨーク州トロイにある私立工科大

学であり，1824 年に設立された英語圏では最古の技術系大学である。 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rensselaer_School_1824.png （参照日 2015-01-31） 



第 7 章 技師長 
 

 
 - 151 -

図-7.7 ワシントン・ローブリング

の学校は，約 20 年前に，ハドソン川の大地主8で政治家のスティーブン・バン・レンセラーによ

って創立された。彼は，大望を抱いた青年のエネルギーが，あまりにも長い間，一種の文学的な

面だけに注がれていたと考えており，エイモス・イートンという著名な地質学者を初代の学長と

した。ワシントン・ローブリングが入学した頃，学校は，トロイとハドソン川を見渡す急な丘の

上に建てられた煉瓦造りの小さな建物群であった。その学校は，国の中でも，土木工学のコース

を設置している極めて少ない学校のうちの一校であった。そこには，全員で 100 人を少し上回る

程度の学生がおり，制服はダークグリーンの布製帽子と，それに合わせたビロード襟のフロック

コートであった。 

 

トロイで撮影されたローブリングの 1 枚の写真（図-7.79）あ

る。彼は，当時 19 歳，とてもハンサムで頑丈そうな若者で，父

親ゆずりの顎で，かなり情熱的な目つきをしている。彼自身は，

全体的にとても子供じみていると考え，髭を伸ばそうとしたが失

敗に終わった。 

 

妹ローラは「兄さんが，そんなに欲しがる口髭を望みどおりに

生やそうとすれば，勧められることは，たったひとつです。すな

わち，毎日髭を剃って，生やしたい場所にグアノ10を少し塗った

らどうかしら，そうすれば，たぶん，すぐに，ふさふさした口髭

が生えてくると思うわ」という手紙をトレントンから送っている。 

 

学業自体は，とても難しかった。一度，チャールズ・スワンへの手紙で，彼はハドソン川での

水泳に触れたことがあったが，それ以外，勉強以外のことは何もしなかったようである。彼が家

族から期待されていたことや，学校から求められたことを考慮すれば，それは驚くことではない。

彼の卒業研究は「吊構造の水道橋の設計」に関するものであったが，3 年間でほぼ 100 科目の様々

な科目も習得する必要があった。そのなかには，立体幾何学，微分積分学，変分法，定性的・定

量的解析，限定鉱物学，高等測地学（地球的な寸法や形状に関する数理科学），論理・修辞論，フ

ランス語の作文と文学，正投影・球体投影論，音響学，光学，熱学，採鉱地質学，古生物学，個

体・流体力学，球面天文学，運動学（質量や力の影響を除いた運動の学問），機械設計，油圧原動

機論，蒸気機関，構造安定論，構造工学・設計建設論，論理哲学が含まれていた。 

 

1 世紀後，著名な橋梁技術者で土木工学の教授である D・B・スタインマン11は「そのようなカ

リキュラムの下では，今日の平均的な大学生では，眩暈がするほど当惑することになるでしょう。

そのような初期の時代には，大学が大量生産に着手する前であり，技術者教育はまさしく試行段

                                                        
8  オランダ治下のニューヨーク州およびニュージャージー州で領主的特権を得ていた地主 
9  http://www.rpi.edu/dept/NewsComm/sub/fame/image/roebling.jpg （参照日 2016-03-18） 
10 海鳥やコウモリなどの糞が海岸や洞窟に堆積したもので，肥料として用いられる。 
11  デビッド・バーナード・スタインマン（1886～1960 年）は，アメリカ合衆国の構造エンジニアである。マキ

ナック橋の設計や多数の著書や詩作で知られる。アメリカ国内だけでなく，タイ・イギリス・イタリア・ハイ

チ・プエルトリコ・カナダ・韓国・イラクの橋にも携わっている。1948 年から，スタインマンと彼の事務所は，

ブルックリン橋の改修を担当している。 
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階であり，最も厳しい一生の仕事に対する鍛錬であり，徹底した知的修行であり，専門的な支度

でした。ものすごく優秀ですごい大望を持った人だけが，遅れずについて行くことができ，その

試練を生き残ることができたようです」と記述している。 

 

しかしながら，ずっと後にローブリングがその教育システムを評価した時には，異なる見解で

あった。彼が「その年頃では，教育内容を吸収する能力のない若者の頭の中に，形状や事実を雪

崩のように詰め込むようなひどく単調な教育」と指摘したような教育の仕方について，彼は全く

価値を見出さなかった。彼は「記憶することができても，消化することができないような，役に

立たない種々雑多な知識を忘れないようにすることで，さらに忙しかった」と述べている。それ

は過大な負荷であった。彼の同期生は，入学時には 65 人であったが，卒業時には僅か 12 人であ

った。卒業できなかった学生の中には，数人がかなり重症の心身衰弱になり，そのうち 1 名は自

殺したようである。 

 

ローブリングにとって，自殺は初めての悲劇的な実体験であった。何があったか全てが明らか

ではないが，1856 年の秋の終わりにトロイでの最終学年時に一人の同級生が自殺し，彼のローブ

リングへの思いがその原因であったようである。書面として残された事件の記録には，南北戦争

中にローブリングがエミリーに宛てた 1 通の手紙と，不幸な青年が自殺する直前に書いた絶望的

な 2 通のメモがあり，それら 3 通の全てをエミリーが保存していた。 

 

その事件から 10 年近く経って，ローブリングは，バージニアからエミリー宛てに「私のロウソ

クは，間違いなく魔法にかかったように，5 分ごとに消えてしまいます。それが，まさに誰かが

作り出した完璧な霊魂でなければ，ロウソクの芯に何かがあるのでしょう。その現象は，愛する

貴方に手紙を書いている間，ずっと私を悩ましています。貴方の昔の恋人で，誰か亡くなった人

はいますか。私の精神哲学の腕が鈍っていなければ，私はすぐに謎を解くでしょう｣と書いている。 

 

彼は「私には，話をしてみたい霊魂となった友人が 1 人だけいます。彼が私といっしょ写った

写真を，貴方は持っています。彼が私を愛したけれども，私がその気持ちに十分に応えなかった

ので，彼は自殺しました。私は，例えば貴方のような人を見つけるように，彼に勧めました。で

も彼は，自分の愛を十分に理解してくれる女性がいないと，いつも言っていました」と続けてい

る。 

 

それが，ローブリングがその話題について書いたと思われる全てのことである。その部分は，

きちんとしたカッパープレート体文字で書かれたほんの短い一段落で，バージニアで夜遅くに書

かれたラブレターの最後のページに，橋梁の建設や日々の悪態をついた話の後に出てくる。 

 

別の 2 通のうち最初の手紙は，ドイツ語で 1856 年 10 月 5 日の夕方に書かれたものである。明

らかにその日は，2 人の間で正式な絆を持つ宣言をしようという友人の申し出を，ローブリング

が拒絶した後である。それを書いた人物は，ローブリングに自分の気持ちと胸の苦しみ理解する

ように懇願し，それを大目に見るように頼んでいる。「僕達の性格は，全く違っています。私には
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当たり前としか思えないことでも，おそらく貴方には，理解できない滑稽なことに思えるかもし

れません」と書き，自分のために，自分だけのために，ローブリングの好意を明言するよう再度，

懇願している。その手紙には，「貴方の友人」と署名されているが，その名前の部分は，ローブリ

ングによるものか，それを書いた青年によるものかは分からないが，削除されている。それでも

ローブリングは，彼から頼まれたことに同意する気は，全くなかったようである。 

 

次の手紙は，感謝祭（11 月第 4 木曜日）に書かれている。その手紙の最初の部分の写しだけが

残されている。それは，後日，ローブリングが記憶を頼りに書き残したものである。青年は，ど

うやら麻酔剤としてクロロホルムを摂取し，ローブリングがその状況の彼を見つけ出して，過剰

投与から彼を助け出す方法を，ローブリングに説明していたようである（「・・・私の頭に冷水を

かけて，君の口から私の肺に呼気を吹き込んでください。それが，うまく行かなければ，ボンテ

コン博士を呼んで，私の頸部にカッピング療法12を施すよう告げてください。最後の手段として，

電磁気をためしてもらってもいい・・・」）。続いて彼は「貴方の努力が，実を結ばないとわかっ

たら，こうしてください。私のもので欲しいと思うものは何でも持って行ってください。全て君

のものです」と書いている。 

 

ローブリングは，その手紙に「この時の私は，彼の手紙で急に動揺し，自分がどうして彼と付

き合わないのかを自問しました。そして私は彼の部屋に向かいました。彼は，私がその手紙を写

さないように，後になって取り戻しました。残りの部分は，恋人との若干の別れの言葉といっし

ょに，単に彼の所有物の目録が書かれていました」と書いている。 

 

青年が，まさにいつ亡くなったかとか，どのようにして亡くなったかは，わからないままであ

る。だが，全面的に悲惨な事件は，ローブリングにとって恐ろしい体験であり，その後ずっと不

快な記憶として残ったようである。またそれは，レンセラー校で規定している生活規則に関して，

後に彼が述べたような苦々しい感覚の大部分の原因かもしれない。彼は「おおげさな言い方をす

れば，卒業した人達のなかの数人でさえ，精神的に廃人同様になって学校を去っており，私自身

の症状がとても明らかな反証である」と書いている。 

 

 

 

その年の夏に大恐慌13が始まった 1857 年，彼の父親が初めてイースト川の橋梁計画を提案し，

ウィリアム・キングズレーがブルックリンへ移り，ヘンリー・マーフィーがオランダに向けて出

航した。そのような状況の時に，ローブリングは大学を卒業し，少年時代を過ごしたトレントン

に戻った。 

                                                        
12 カッピング療法とは，吸い玉療法，吸角法などとも呼ばれ，東洋でも西洋でも行なわれてきた伝統的な身体治

療方法である。ガラス容器（吸い瓢，吸いふくべ，吸角）にアルコール類を入れて燃やし，皮膚に吸いつかせて

その部分をうっ血状態にして，治療に役立てる方法である。 
13 1857 年恐慌は，19 世紀半ばのアメリカ合衆国で国際経済の退潮と国内経済が急拡大したことから生じた金融危

機である。1850 年代までにグローバル化が進み，1857 年後半に始まった金融危機は初めて世界規模の経済危機に

なった。1857 年 9 月から始まった景気低迷は，長くは続かなかった。しかし，適切な回復となると南北戦争以後

まではなかった。 
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ワシントン・ローブリングの最初の仕事は，工場内の運営であり，実際にすぐさま自分で全て

のことを仕切っていたようである。なお，彼の父親とチャールズ・スワンの 2 人とも，他の仕事

で不在であった。その後，1858 年の春，彼はピッツバーグに向かい，父親と一緒にアレガニー川

橋梁の工事に従事した。彼の俸給は，年 800 ドルであった。 

 

ワシントン・ローブリングは，その後ピッツバーグに 2 年間滞在した。そして，その場所を大

いに気に入り，彼の家族宛に，ここを去らねばならない日がくるのは残念であると書いている。

彼は，チャールズ・スワンに「ピッツバーグでは，現時点でとてもきちんと暮らしています。こ

こでは，おそらく貴方の謙虚な使用人以外には，怠惰な男性はいないように思います」と報告し

ている。彼の話によれば，彼にはトレントンの 10 倍の友人がいた。彼は「ペンシルベニア州ピッ

ツバーグで私が紹介された人物リスト」と名づけた小さなノートを持っており，工事業者や金物

商の名前に混じって，マクルーア嬢やカール嬢，メンデンホール嬢，ブレイク嬢，チェンバーズ

バーグのモリー・スミス嬢などの名前があった。 

 

ワシントン・ローブリングは，ペン通りにある下宿で生活し，一生懸命に働き，ほかの下宿人

とチェスを楽しみ，オペラに行き，午前６時 30 分という相変わらずの作業開始について父と議論

し，一連のひどい腹部の発作は治っていた（治療は，生卵と温水，松脂を使った父のひどい混合

飲料であった）。また彼は，仕事以外で自分の周りで起きたことについて，熱心にユーモアを交え

て説明する長い手紙を，家族宛に書いていた。彼の父親は，決してそのようなことをしたことが

なかった。 

 

ワシントン・ローブリングは，デュケーヌ砦14占領の 100 周年記念日の祝賀会で，エドワード・

エバレット15の話を聞いたこともあった。彼は，至る所で建設中の鉄骨の建物のこと（改善のため

にうってつけの人物がここにいる等）や，橋梁の一部を吹き飛ばした嵐のこと，太陽が照らずに

ガス灯が 4.25 ヤード（3.9m）間隔で点灯されるような暗く曇って煙の多い午後のことを，手紙に

書いている。彼は，ある手紙で次のような書き出しをしている。 

 

これは，皆さんに宛てた 1860 年の最初の手紙です。だから，とても短くかく書きます。

なぜなら，小さく始めて大きく終わるという昔からの良い慣習があるからです。そして，

私は年末頃まで，ここにいるつもりはないので，いつも短い手紙になると思ってくださ

い。シンシナティ出身の従兄弟のヘンリーが，昨日こちらに来ました。現在の彼は，と

ても立派な青年で，まったく魅力的です。彼は，11.5 インチ（30cm）の山羊髭を生やし

ており，まさに私が生やそうとしていたような髭です。 

 
                                                        
14 デュケーヌ砦の戦いは，フレンチ・インディアン戦争中の 1758 年 9 月 14 日に行われた戦闘である。この砦の

周辺の町がピッツバーグと呼ばれるようになった。 
15 エドワード・エバレット（Edward Everett, 1794～1865）は，アメリカ合衆国マサチューセッツ州の政治家。ホ

イッグ党に所属し，連邦下院議員，連邦上院議員，ハーバード大学学長，駐イギリス特命全権公使，マサチュー

セッツ州知事，アメリカ合衆国国務長官を務めた。1860 年大統領選挙では立憲連合党の副大統領候補として立候

補した。 
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1860 年の秋，ワシントンはアレガニー川橋梁の工事を完了して，ワイヤー工場に戻った。次の

春，彼は軍服姿で，トレントンの埃っぽい軍事訓練場で行ったり来たりする行進をしていた。 

 

後に彼は「私の入隊は，かなり突然でした」と語り，父親が，彼を家の外へ連れ出した夜を思

いだしている。彼と父親との絶縁状況は，その後 4 年間も 2 人がお互いに会うこともなく，どん

な形でも連絡しなかったほど，腹を立て気分を害していたと，他人には言われている。しかし，

そのようなことはなかった。ローブリングは，南北戦争の間に数回トレントンに戻っている。一

方，彼から父親への手紙は，これまで通り完全に型通りであり，父親からの返事も同様であった。

ローブリングがエミリーと知り合うまで，他の誰よりも，父親に多くの事を話していた。 

 

1861 年 4 月 16 日，ワシントンは，ニュージャージー州市民軍の兵卒として入隊した。2 ヵ月後

に守備隊任務に飽き飽きした彼は除隊して，あらためて兵卒としてニューヨーク軍に入隊した。

1865 年 1 月，彼は，ほぼ戦争が終わったころに 27 歳の大佐で陸軍を除隊した。彼は，第二次ブ

ルランの戦い16やサウス・マウンテンの戦い，アンティータムの戦い，チャンセラーズビルの戦い，

ゲティスバーグの戦い，ワイルダーネスの戦い，スポツィルバニアの戦い，ピーターズバーグの

クレーターの戦いを経験した歴戦の軍人であった。 

 

 

 

ワシントン・ローブリングが戦争中に書いた手紙は何百通にもなり，バージニアでの軍事作戦

の歴史に関する驚くべき個人的な補足説明を記述しているだけでなく，青年時代の彼自身のこと

もたくさん記述している。一方，ブルックリン橋を建設していた時期には，個人的な手紙を書く

ことは，ほとんど無かった。それは，彼の傍に常にエミリーがおり，父親も亡くなり，彼の弟や

妹達は家を出て，各自が成人としての生活を送っていたからである。 

 

ワシントン・ローブリングの戦争一年目は，昇進とそれに伴う異動を除いて，平穏無事で期待

外れであった。彼は首都ワシントンからの手紙で「駐屯地で，ぼやっとしていることが，主要な

仕事のようです」と書いている。後に，ウエスト・バージニア州のハーパーズ・フェリーから，

彼は，妹のエルバイラに「ここは，モーリスビルの大きさぐらいで，しみったれた小さな町で，

さびれて眠っているようで，まるでバージニアの町のような様子です。ジョン・ブラウン17は，私

たちの隣のトウモロコシ畑で絞首刑になりました。絞首刑の場所はトウモロコシの茎によってマ

ークされており，絞首刑の部品が 1 ポンド（0.454kg）につき 1 ドルで売られています」と語りか

けている。 

 

                                                        
16 戦いの時期は次のようである。第二次ブルランの戦い（1862/08/28～30），サウス・マウンテンの戦い(1862/09/14)，
アンティータムの戦い(1862/09/17)，チャンセラーズビルの戦い(1863/04/30～05/06)，ゲティスバーグの戦い

(1863/07/01～03)，ワイルダーネスの戦い(1864/05/05～07)，スポツィルバニアの戦い(1864/05/08～21），ピーター

ズバーグのクレーターの戦い（1864/07/30）。 
17 ジョン・ブラウン（John Brown、1800～1859）は，アメリカの奴隷制度廃止運動家であり，バージニア州に対

する反逆罪で裁判に掛けられ，1859 年 12 月 2 日に絞首刑に処せられた。この処刑が，16 ヶ月後の南北戦争開戦

の重要な原因の一つとなっている。 
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しかし，戦いが始まった時でさえ，ワシントン・ローブリングは軍務面について話すことは，

ほとんどなかった。彼は「この大砲扱う仕事は，とてもたいへんな作業です」と書いており，唯

一これだけが軍務に関する記述である。 

 

ワシントン・ローブリングは 4 ヵ月後に軍曹に昇進し，最初の冬をポトマック川の下流のメリ

ーランド州バッズ・フェリーで過ごした。その地域で彼が担当した砲台は，バージニア海岸にあ

るアメリカ連合国（南軍）砲台から船舶を守ることになっていたが，何も起こらなかった。彼は

「10 の優れたスポーツ」であるテント製住居で宿泊しており，唯一の印象的な行事は「河川の堤

防を下った場所のメーソン未亡人宅での音楽の夕べ」であった。音楽は，歌とピアノ，ギター，

ローブリングのバイオリンで構成されていた。（メリーランド州のこの地域としてはとても立派

な）夕食が提供された。アメリカ連合国（南軍）砲台から 2～3 発の砲弾が駐屯地内に着弾したが，

爆発することはなかった。何年も後に，一緒に演奏した音楽家の 1 人が，ローブリングはバイオ

リンに詳しかったと，書いている。 

 

1862 年 2 月，ワシントン・ローブリングは陸軍中尉に昇進し，その翌月にはバージニア州ハン

プトン・ローズにいた。それは，ブルックリンで建造された装甲艦モニター号と，アメリカ連合

国（南軍）の装甲艦メリマック号の戦いを確認するのに合わせて出向いたものであった。その当

時，彼は父親の代理として，彼自身の最初の橋梁を設計・建設中であった。彼はマクダウェルの

参謀に移籍しており，バージニア州フレデリックスバーグのラッバハノック川を渡る吊橋梁を建

設する命令を受けた。「父は年を取りすぎており，その任は厳しかったので，私が選ばれた」。彼

には，建設のための経験豊かな補佐役も適切な機材もなく，トレントンから送られたローブリン

グ製ケーブル数巻を除き材料もなかった。その時点で，敵軍とはわずか 5 マイル（8km）しか離

れていなかった。 

 

ワシントンが設計した橋梁は，1000 フィート（305m）を越える長さで，ナイアガラ橋梁よりも

長かったが，言い換えるとおよそ 14 組の短径間に分割されていた。彼は，南北戦争中北軍の戦線

内に逃げた黒人奴隷を雇い，彼らが架橋作業をできるように訓練し，建材をアレキサンドリアか

ら回送しておいて，1 箱のプランテーション葉巻で燻して，1 ケ月で橋梁を完成させた。 

 

その直後，シェナンドア川に別の橋梁を架けるために，バージニア州フロント・ローヤルに向

かうよう命令された。測量作業で川を渡るために利用可能な小舟が無く，彼は口に巻尺をくわえ

て川へ跳び込み，泳いで渡った。しかし，彼と工作部隊が橋梁を半分ほど架設した時，ジャクソ

ン将軍率いる連合国（南）軍は，彼らを撃退させた。ワーテルローの別の橋梁も同様の運命をた

どった。その一方で，フレデリックスバーグから退却する北軍のバーンサイド将軍は，そこにあ

ったローブリングが架けた橋梁を爆破した。その橋は，架設に要したと同じぐらいの期間しか持

ちこたえられなかった。 

 

さしあたって，それでワシントン・ローブリングの橋梁建設は終了した。次に彼は，騎兵隊の

遠征を命じられ，その移動には 10 日間程かかり，その間ほとんど鞍から降りることはなかった。
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一度は朝の 5 時頃，朝食中の南軍のジェブ・スチュアート将軍を奇襲して，すんでのところで彼

を捕らえるところであった。 

 

第二次ブルランの戦い18がそのあとに続き，ローブリングは，その間ずっとマクダウェル将軍の

側近参謀として彼と共に行動した。1 ヵ月も経ずしてアンティータムの戦い19における恐ろしい大

虐殺で，彼は死にかけた。その後，ハーパーズ・フェリーにもどり，新たな吊橋を建設した。そ

して，若いスローカム将軍が精鋭の部下 50 人を連れて見学にやって来て，戻っていった状況を，

父親に伝える手紙を書いている。ただし 12 月までに，彼はその工事を完了させた。彼はチャール

ズ・スワン宛に「橋梁は，私が最初に予想したより，より堅固でしっかりしたものになりました。

トラス製高欄が無くてもとても剛性があり，騎兵隊と強風によってかなり厳格に試験されました」

と述べている。その橋は，彼がブルックリンに来るまでに，彼一人で手がけた最後の橋であった

が，後に彼は「ハーパーズ・フェリー橋は，他の橋と同じ運命をたどった。南軍のリー将軍がゲ

ティスバーグに進軍した時，吊材が切断されて床組が河に崩落したが，私は完全にそれを再建し，

分隊がその上を行進していった。次の年，南軍のジュバル・アーリー将軍は，その橋を完全に破

壊した」と書いている。 

 

1863 年 2 月，ローブリングはポトマック軍に配属され，フレデリックスバーグに戻った。そこ

で彼は，ある夜遅く，古い石造の刑務所に宿泊させられた。その場所から次の朝，彼がやっとの

思いで脱出した話は，長い間その先何年も家族の語り草となった。どうやら，その場所には全く

明かりもなく，ローブリングはたった一人きりで，自分の周りを手探りすると，好奇心を刺激す

るような古い箪笥を発見した。蓋を持ち上げて内部に手を伸ばしたところ，彼の手が石のように

冷たい顔面に触れた。蓋は，バタンと下に戻った。彼は，さらに調査するのをやめ，床の一部を

片づけて，手足を伸ばして眠りについた。夜明けに彼は，自分が一晩中どのような死骸と一緒に

いたかを確かめようと箪笥を開けたところ，死体ではなく，保管されていたジョージ・ワシント

ンの母親の石像を見つけた。 

 

彼が G・K・ウォーレン将軍の参謀に転任となった時期は，そのすぐ後であった。続いてチャン

セラーズビル20に向かった。ここでは，北軍ジョセフ・フッカー将軍が，南軍ロバート・エドワー

ド・リー将軍と，リー軍の 2 倍の兵力をもって対峙していた。そして，フッカー将軍の軍隊の指

揮は，これまでの経験を全く無視したようなものであった。ある時点で，ローブリングは，彼自

                                                        
18 第二次ブルランの戦い（Second Battle of Bull Run）は，南北戦争の東部戦線の一部であり、1862 年 8 月 28 日か

ら 8 月 30 日の戦闘である。南軍の将軍ロバート・エドワード・リーの北バージニア軍によって，北軍のジョン・

ポープ少将のバージニア軍に対抗して遂行された攻撃的作戦の頂点をなすものであり，1861 年に同じ場所で戦

われた第一次ブルランの戦いよりも，はるかに大きな規模と戦力で戦われた。 
19 アンティータムの戦い（Battle of Antietam）は，南北戦争の中盤 1862 年 9 月 17 日，メリーランド方面作戦の一

環としてメリーランド州シャープスバーグ近く，およびアンティータム・クリークで行われた戦闘であり，北

部の大地で行われたことでは南北戦争で初めての主要会戦であった。両軍合わせて約 23,000 名の損失があり、

合衆国の歴史の中でも単一日の戦闘として最も流血の多い戦闘となった。 
20 チャンセラーズビルの戦い（Battle of Chancellorsville）は，南北戦争の中盤の 1863 年 4 月 30 日から 5 月 6 日に

かけて，バージニア州スポットシルバニア・コートハウスの村落近くで行われた戦闘である。北軍ジョセフ・

フッカー少将のポトマック軍が，勢力では半分の南軍ロバート・E・リー将軍の北バージニア軍と会戦を行った。

これは，リーが危険を承知で遥かに優勢な敵軍の前で自軍を分割して成功したので，「完璧な戦闘」と呼ばれて

いる。戦闘におけるリーの大胆さとフッカーの臆病さが相俟って北軍にとって深刻な敗北となった。 
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身がフッカーと同じような立場，まさに砲弾によって 2 つに裂かれてしまうような状況に置かれ

ていることに気づいた。その後数年間，彼は，自分があの時行ったような警告を大声で叫ばなか

ったとしたら，歴史がどのように変わっていたかを思い出したはずである。ファイティング・ジ

ョーと呼ばれたフッカーにはそれ以上戦うことは無理であったはずであり，また，指揮官が別の

人物であればフッカーの軍隊は戦いに勝ったのかもしれないと，ローブリングは判断していた。 

 

チャンセラーズビルの戦いの後，数週間以内に，ワシントン・ローブリングは，敵の状況を探

るために毎朝夜明けに偵察用の気球を揚げ始めた。そのような偵察飛行で，南軍のリー将軍がペ

ンシルバニアとゲティスバーグ方面に再び移動を開始したことを，最初に発見したのは彼であっ

た。 

 

それは 6 月の初旬であった。6 月 24 日，彼はウォーレン将軍から「ワシントンとボルチモア，

必要に応じてフィラデルフィアまでただちに進行し，メリーランドおよびペンシルバニア南部境

界地域の利用可能な最高の地図を見つける」命令を受けた。ウォーレンも，結婚式を挙げるため

に偶然ボルチモアへ行く途中であった。そのため，ローブリングは，そのような遠くまでウォー

レンに同行することになり，2 人は夜通し馬で走り続けた。その後，ローブリングは，フィラデ

ルフィアとトレントンに向かった。そこにいる彼の父親が，ペンシルバニアの最高級で最新の地

図を持っていることを，彼は知っていたからである。 

 

ワシントンが暗くなってから突然現れたため，大きな邸宅の誰もが驚いた。特に，父親が大変

驚いていた。彼は僅か一時間滞在しただけであった。6 月 29 日の夕方，その地図を持ってボルチ

モアに戻ったが，ウォーレン将軍は軍隊に復帰するために既に出発した後だった。市全体が恐怖

におびえた状態であった。次の朝，彼がフレデリックに向かって馬で西へ向うにつれて，あらゆ

る鐘が，警報を鳴らしていた。 

 

彼は，戦いの 2 日目にゲティスバーグに到着するまで，ウォーレン将軍を見つけられなかった。

その後，戦い21はすばやく進んでいった。 

 

戦争中ずっと，ローブリングは，手紙で戦いの様子を伝えることは全くなく，彼自身の功績に

ついて伝えることもほとんどなかった。だが彼は，大事な時には現場にいるという大きな天賦の

才能を持っていたようである。戦争が終わってずいぶん経ってから，ゲティスバーグにもいた友

人の頼みで，その時の様子を次のように説明している。 

 

ミード将軍の本部で，私はウォーレン将軍を見つけた。私がその状況に慣れ，周囲に

目を配るようになった後，突然，ミード将軍が大声で話しだした。「ウォーレン，私は，

あの小さな丘の向こうの方へ，砲弾を少し打ち込む作戦で進んでいると聞いている。馬

                                                        
21 ゲティスバーグの戦い（Battle of Gettysburg，1863/7/1～1863/7/3）は，南北戦争において事実上の決戦となった

戦い。ゲティスバーグ戦役の中核を成し，アメリカ合衆国軍（北軍）とアメリカ連合国（南軍）が双方総力を結

集，南北戦争史上最大の激戦（戦死傷者数約 3 万 5 千人）となった。この戦いが転換点となり，合衆国軍が優勢

になったと見るのが伝統的見解である。 
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で出かけて，危険な状況になっていないか偵察し，それに対処してくれないだろうか（こ

れは，文字通りである）。 

 

だから，我々は，馬に乗って出かけた。・・・でこぼこの小さい丸い丘の麓に到着して，

ウォーレン将軍がウィード将軍と話すために立ち止まっている間，私は頂上へ駈け上が

った。南軍のジョン・ベル・フッド将軍率いるテキサス軍の先頭が，ビッグ・ラウンド・

トップとリトル・ラウンド・トップの境にある岩だらけの峡谷を登ってゆく様子が，一

瞥しただけで分かった。私が駆け下りてウォーレン将軍に話すと，彼は私と一緒に駆け

上がり，ただちに行動する必要があることを認識した。 

 

・・・前方の若干離れた場所にいたサイクス将軍の許可を待たずに，ウォーレン将軍

は，これらの部隊に，回れ右をして一列に並び，リトル・ラウンド・トップとその隣接

地を防御するよう命令した。発砲が，直ちに開始された。そこ（リトル・ラウンド・ト

ップ）に砲台の設置場所を確保することは，とても重要であると考えられた。 

 

チャールズ・E・ハズリット中尉が指揮する砲兵隊がすぐ近くにおり，丘を登り始めた

が，砲台を馬で引き上げることができず，兵隊の手で車輪をつかんで引き上げた。私が

片方の後輪を強く引っ張り，もう一方の後輪を上官のウォーレン将軍が強く引っ張って

いた。やっとのことで我々は頂上にたどり着き，数発の砲弾を発射した。敵は，丘が占

領されているとは思っていなかったので，大きな精神的打撃を与えることになった。 

 

リトル・ラウンド・トップの防衛は，多くの歴史家から，南北戦争の分岐点として見られるこ

ととなる。当然のことながら，ウォーレンは功績を独り占めすることとなり，ゲティスバーグの

英雄の 1 人として記憶されている。だが後に，ウォーレン将軍の若い副官が一般に話しているよ

うに，将軍は「ローブリングは私のスタッフであり，私が知っている誰よりも有能で，勇気ある

行動をとったと，私は思っている」と言っていたようである。ローブリング自身は，簡潔で控え

目な特徴がある。「私は，リトル・ラウンド・トップの上に立った最初の男であった。その小さい

丘に駈け上がったことに特別な功績はないが，殺されることなくその場所に留まれたことには，

何かがあったからであろう」 

 

リトル・ラウンド・トップでのローブリングの初期の活躍は，人々が彼の戦争記録を説明する

ときに必ず話されることである。しかし，派手なダニエル・シックルズ将軍が自分の足を失った

ときにも，ローブリングは将軍の近くにいた。ローブリングは、ピーターズバーグで南軍の前線

の地下でトンネルを掘る工兵を手伝ったこともある。その大胆な計画はとてもうまく進んだが，

結果的には壊滅的なクレーターの戦いとなってしまった。一度は，大きな爆発が起きる前，夜明

け前のまだ月が出ている時に，ローブリングとウォーレン将軍が，南軍のリー将軍の陣営のすぐ

傍を腹ばいで進んだこともあった。 

 

後にワシントン・ローブリングは，エイブラハム・リンカーンに関して，次のような注目すべ
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き描写も書き残している。 

 

・・・私は 4 年間南北戦争に参加し，リンカーンに 2 度会う機会があった。最初は 1861

年 5 月，私を含む新しく入隊した兵士に対して，ホワイトハウス後部の柱廊玄関から，

短い歓迎演説をした時である。2 度目は，1864 年 4 月 1 日頃，カルペパー郡にやってき

て，ウィルダネスの戦いに向かう前の兵隊を視察した時である。その当時，私は陸軍少

佐でウォーレン将軍の副官として，第 5 軍団22を指揮して，騎馬行進に加わっていた。 

 

大統領は，強情で気難しい馬に乗っており，明らかに熟練した乗馬者ではなかった。 

 

行進が始まってすぐに，彼のシルクハットがパンタロン23の横に落ちた。パンタロン

は下側が固定されておらず，膝の部分をずり上がり，白い自家製のズボン下が見えてい

た。そのズボン下は，数本の白い平らな紐で下側が固定されていた。まもなく，その紐

がほどけてズボン下も同じようにずり上がり，長い毛深い足を露わにした。 

 

我々は苦笑したいと思う一方で，同時に，そのような不相応で屈辱的な苦悩に，我々

の貧しい大統領が耐えなければならない状況を見ることは，とてもくやしかった。繕い

が行われたあと，視察は続けられた。 

 

戦争が長引いたので，両陣営の他の何千もの人々のように，ワシントン・ローブリングは戦争

が終結する日がくるのかどうか疑問に思い，彼が言うように，だんだん元気がなくなった。彼は

エミリーに「北部地域の工場群に新規の蒸気機関を設置する必要がある。殺戮目的のためのここ

での需要は，供給をはるかに上回っている。しかしながら，最後の男が殺される時に，戦争が終

わるであろうというこのような慰めに対して，神に感謝する」と打ち明けている。 

 

本当の英雄は前線の兵士達であると，彼は発言していたが，その後，痛烈に「それら全ての兵

士が，日々常に生命を危険にさらして，何をして耐え忍んでいるかを時々考えると，彼らがそれ

ほどの馬鹿者とは思えないし，彼らに対して他に何かをするように命令することもできない。そ

して，つまり，われわれが現在苦労していること，すなわち馬鹿なやつら全員が殺され続け，残

った者が立ち上がり，銃で射殺されるまで戦い抜こうと考えていることが，まさに問題である」

と言い添えている。彼は，自分が死ぬのも時間の問題と信じていた。 

 

戦いの無い時には，彼はトランプで賭けをやり，蚤をつぶし，葉巻を吸い，ウイスキーが手に

入るときはどこでも飲み，暑さを呪って，1956 年冬のニューヨークのトロイの学生時代に彼の寝

室の窓の外にある温度計が華氏 20 度（-7℃）を下回った時のことを考えるようにしていた。彼は

周りの人々と同様に，自分が一生懸命に戦っている相手に対して，ますます同情するようになっ

                                                        
22 第 5 軍団は，ポトマック軍（Army of the Potomac）の隷下に，1862 年 5 月 18 日に創設された。この時期，ポト

マック軍は半島方面作戦に参加しており，軍団もこれに加わった。また，有名な七日間の戦いにも参加した。1865
年 6 月 28 日に解隊された。 
23 19 世紀のぴったりした男性用の長ズボンで，足首の部分から甲の下を通す紐が付いていた。 
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ていた。彼は再びエミリーに「・・・南軍の人々の戦い方は，例えばピーターズバーグの防衛で

も示されたように，何度も，本当に立派に見えます。銀髪の老人が，ほんの 13～14 歳くらいの少

年と塹壕で並んで亡くなっていました。彼らの家や地域を守ることに献身的な人々と戦わなけれ

ばならないことは，とても残念なことです」と手紙を書いている。 

 

1864 年 2 月 22 日の夕方に開催された第二軍団の将校舞踏会で，エミリーは，ローブリングと

交際するようになった。その舞踏会は，ローブリングが監督して，特別に建てた催し用の巨大な

木造会館で開催された。彼は，妹のエルビラ宛に「大した期待はしていなかった。だが，少なく

とも 150 人の淑女がその舞踏会を優雅にし，北軍の各部隊から，ミード将軍から私に至るまで，

少なくとも 300 人の紳士が参加しました」と書いている。その催しは大成功であった。 

 

舞踏会の費用は 1500 ドルであり，ワシントンの軍団から提供されました。ワシントン

からはとても著名な女性達，ハムリン嬢やケイト・チェイス嬢，ヘール嬢姉妹に至るま

で出席しました。最後になりましたが，ウォーレン将軍の妹のエミリー・ウォーレン嬢

も出席しました。彼女は舞踏会に出席するために，わざわざウェスト・ポイントからや

ってきました。私が彼女に会ったのは初めてであり，貴方の兄ワシントンの心を彼女が

とうとう占領してしまったという判断は，まさにそのとおりです。それは，実に有効な

攻撃でした。私の内部でそのような事件が起こりそうな前触れもなく，突如やってきま

した。したがって，全てが好結果となりました。そして，私がそれに負けてしまったと

話すことが，間違いなく私にとって最高の喜びです・・・。 

 

その後 2 人は，ほぼ毎日のように互いに手紙を書き，2～3 回ほどボルチモアのウォーレン将軍

の妻の実家や，エミリーと若いウォーレン夫人が将軍を訪ねてキャンプに来た時に再会した。リ

ンカーンが視察に訪れた頃に，ローブリングは，父親宛てに結婚の計画を伝える手紙を出し，返

信でいろいろ言われることを覚悟していた。しかし，シンシナティからの返事は，彼が予想した

ものではなかった。ジョン・A・ローブリングが，長男の判断への全面的な信頼だけでなく，息

子に対する愛情を示した珍しい事例の一つが，その手紙である。 

 

親愛なるワシントンへ 

君からの 25 通目の手紙が昨晩届きましたでの，急いで返信します。君の婚約の知らせ

には驚かなかった。なぜなら，エルバイラから，以前にそれらしい話を聞いていたから

です。愛が動機となり，動機が君を動かすことは，当然のことだと思います。なぜなら

愛のない結婚は，自殺も同然だからです。また，君の選んだ女性が，君の伴侶にふさわ

しいのは当たり前だと思います。これら 2 項目がはっきりしているので，反乱と戦争の

可能性以外に君達の邪魔をするものは何もありません。このような非常事態の全てが過

ぎ去れば，前もって分かっているように，君と若い花嫁はトレントンの父親の家で歓迎

されるでしょう。我々の自宅は，いつでも君と花嫁に対して開かれています。そして，

部屋が足らなければ，新しい家を隣地に建てることもできるし，家を借りることもでき

ます。 
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君の将来の生活に関しては，十分理解していると思うが，トレントンの事業は指導者

不足で悩んでおり，また事業の増強や拡大については，手伝ってくれる人材無しでは考

えられない。もちろん私は他人を雇いたくないので，それには君しかいない。君には，

君自身の個人的な利益だけでなく，我々一族の利益を推進するためにも，事業に加わり

協力してくれることを期待しています。 

 

金が必要となったら，いつでも連絡してきなさい。 

 

私が親愛の情をこめて宜しく言っており，そして何よりも私が彼女に会うことを楽し

みにしていると言って，あらかじめ君の若い花嫁を安心させるように君に頼んで，私の

結びとします。 

あなたの親愛なる父より 

 

その後，彼女は，自らトレントンに向かった。彼の父親はニューヨークで彼女に会い，一緒に

列車に乗ってトレントンに向かった。「私はとても彼女が気に入った。彼女との結婚が幸福なもの

になることは間違いない」とジョン・ローブリングは息子に連絡した。そしてワシントンは，ト

レントンにいる彼女宛てに「おそらく貴方は，水路の結構大きな水音で，初日には眠ることがで

きなかったでしょう・・・。あなたの感じたこと全てを，必ず私に話してください・・・。橋梁

監督のティルトンや水門管理人のミッチェル，運河の向こうでアイルランド風居酒屋を営むライ

リー夫人について，どのように思いましたか」と手紙を書いている。 

 

それ以来，彼の毎日は果てしなく続いているようだった。ほとんど何も起こらなかった。それ

でも，彼女に次のようなことまで説明しようとしたので，彼がこれまで経験した退屈さとは違っ

ていた。 

 

この頃は，私がこれまでに過ごしてきたなかで，指折りの平穏無事な日として，際立

っているかもしれません。私は，だいたい 2 時間手紙を書き，2 時間以上ブラブラ過ご

し，1 時間散歩します。それに飲食を加えれば，1 日はそれで終わりです。夜の内容はま

して馬鹿げており，そのほとんどを 50 回を超えるような身震いや寝返りに費やし，時折

あなたの夢を見ています。私の心は，もはや 10 年前のように想像力に富んだ状態ではあ

りません。あの当時の私の夢の多くは，いまだに鮮明に覚えています。今夜は長い時間

をかけて 1 個のボタンを探しましたが，結局は見つかりませんでした。また，私のズボ

ン下の下側の紐が外れたことも書き添えます。これが就寝前のもう一つの裁縫仕事にな

りそうです。 

 

ワシントン・ローブリングは，母親のことを心配していた。母親は急激に悪くなっており，父

親の手紙によれば病気は軽いものではなく，自らの身の安全以上に心配していた。彼は将来につ

いて考え，これまでに学んだ工学技術の全ての事を忘れてしまうことを心配し，一旦戦争が終わ
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った時に，自分とエミリーがどこに落ち着くべきかを悩んでいた。彼は，父親の後を継がない可

能性についても視野に入れていた。父親の太っ腹の提案にもかかわらず，トレントンに魅力を感

じていなかった。彼は「町は恐ろしいくらい活気がなく，私は 1 週間そこにいるだけで，いつも

疲れてしまう」と彼女に話していた。彼が自宅のことを想い浮かべるときは，ほとんどいつも，

サクソンバーグのことであった。「そこでの私の人生の最初の 8 年間は，その後の 20 年間より，

今でも私の記憶にずっと残っている」と彼は書いている。だが，サクソンバーグに戻る選択肢は

なかった。 

 

彼は顎ひげを蓄え，彼女の気に入るように髪をとくようになり，2 匹の迷子の犬，子猫の親子，

1 匹トカゲを飼い，ハエを避けるために毛布を顔まで引き上げ，下の方に足を突き出して寝るよ

うになり，鉛筆スケッチをして仲間の将校の 1 人を元気づけるような態度を示した。そして，こ

れらのことを，エミリー宛ての手紙の 1 通に書いている。別の手紙で彼は「私は，一晩中バイオ

リンを弾いて自分を慰めており，その時間は十分にあります。別の男性から弓を借りて，すべり

止めの松脂は，病気の馬から無断で借用しています。それは私に合っていたので，指の先端が痛

み始めるまで演奏を続けました」と彼女に告げている。 

 

1864 年 11 月，彼の母親が亡くなり，葬儀のために急いでトレントンへ戻った。ローブリング

は「・・・私たち全員にとって最も偉大な存在が行ってしまいました」とエミリーに話している。

そして，その年末に彼にとっての戦争は終わった。彼は，リッチモンドの戦い24の直前の軍事行動

における勇敢な行動により，12 月 6 日に名誉昇進によって中佐に昇進した。彼は，クリスマスま

で自宅に滞在した。1 月にニューヨーク州コールド・スプリングで，彼とエミリーは結婚式を挙

げた。 

 

2 人は最初トレントンに住み，ワシントン・ローブリングはワイヤー工場に戻った。だがそれ

は，ほんの数ヶ月続いただけであった。1865 年春の初旬，戦争が終わる直前に，彼はオハイオ川

橋梁での父親の仕事を手伝うためにシンシナティに向かった。そして，彼が生活する場所を見つ

けた後に彼女も移り住んだ。橋梁が完全に完成する時期まで，シンシナティで彼らはほぼ 2 年間

を過ごした。なお，父親のジョン・ローブリングはその時期の大半をトレントンに戻っていた。 

 

1867 年初旬，イースト川橋梁がついに一部の本格的な支持を受けるようになったと思われた頃，

父親ジョンは，ワシントンに宛てて，今年の夏にニューマチック・ケーソンを研究するためにヨ

ーロッパに向かって欲しいという手紙を書いた。もちろんエミリーもいっしょに，また 2 人の費

用は全て父が支払うことも書き添えてあった。ワシントン・ローブリングは「思いやりのある依

頼・・・私は喜んで引き受けます。エミリーは特に喜んでいます。彼女にとってヨーロッパに行

くという考えは，きわめて素晴らしいことのようです」と返信している。 

 

                                                        
24 リッチモンドの戦い（Battle of Richmond）は，南北戦争中盤の 1862 年 8 月 29 日から 8 月 30 日に，南軍のハー

トランド攻勢（ケンタッキー方面作戦）の一部として，ケンタッキー州リッチモンド郊外で行われた戦闘である。

この戦闘は，南北戦争の中で南軍による最も完璧な勝利と言われることがある。 



第 7 章 技師長 
 

 
 - 164 -

図-7.8 ブラックフライアーズ橋（1869 年開通) 

橋長 281m，5 径間，幅員 21m（当初） 

図-7.9 クリフトン吊橋（1864 年開通) 

最大径間長 214m，幅員 9.4m，桁下空間 75m 

2 人は 6 月末に船出した。その

時，エミリーは妊娠 2～3 ヶ月で

あった。数週間後にイングランド

に到着し，その後フランスを経由

して，ドイツに渡った。そこで赤

ん坊が生まれた。ロンドンでは，

セントポール大聖堂や国会議事

堂，ウエストミンスター，動物園

などを訪問した。宿泊したロイヤ

ルホテルの窓から，彼はブラック

フライアーズ橋（図-7.825）の建

設状況を見て，スケッチをして父

親に送った。 

 

彼は，メナイ海峡を渡るトーマ

ス・テルフォードの橋梁（メナイ

吊橋）とクリフトンのブルネルの

橋梁（クリフトン吊橋，図-7.926）

を大急ぎで見学した。なお，クリ

フトン吊橋は，長い間，世界中で

最も美しい吊橋と思われていた。

だが彼は「テルフォードの吊橋の

主塔はそれほど均整がとれてい

ないと思う」とジョン・ローブリ

ングに手紙を書いている。床組の

重量はとても軽く，補剛トラスを

有していなかった。「その橋の上

を歩いた時，強い風が吹くと橋の振動がとても強く感じられた」と述べている。クリフトン吊橋

の主塔については，ものすごく不恰好であると述べている。 

 

2 人はマンチェスターを訪問し，彼は，リチャード・ジョンソン＆ネフュー社の著名な製鋼所

の見学に数日を費やした。そこは，シンシナティ橋梁のケーブル素線を製造した工場であった。2

人は，バーミンガム，シェフィールド，ニューカースルを訪問し，その後，万国博覧会27を見るた

めにパリに向かった。しかし，彼らはお金が不足してきていたので，1 週間後にパリを後にした。

パリでは，1 人の女性に対して男性 2 人分の費用がかかると，父親に説明した。博覧会は，これ

                                                        
25  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blackfriars_Bridge,_River_Thames,_London,_with_St_Pauls_Cathedral.jpg 

（参照日 2016-02-12） 
26  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clifton.bridge.arp.750pix.jpg （参照日 2016-02-12） 
27  1867 年のパリ万国博覧会は，1867 年 4 月 1 日から 11 月 3 日までフランスのパリで開催された国際博覧会であ

る。42 ヶ国が参加し，会期中 1500 万人が来場した。パリで開催された国際博覧会では 2 回目となる。日本が初

めて参加した国際博覧会であり，江戸幕府，薩摩藩，佐賀藩がそれぞれ出展した。 
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までで最も大きな国際的な博覧会と考えられており，アメリカの委員の中には，彼のトレントン

の仲間でワイヤー事業の競争相手であるエイブラム・ヒューイットがいた。しかし，ローブリン

グは展示会については軽く考えており，「大きな広告ショー」以外の何物でもないと言っていた。 

 

驚いたことにドイツのエッセンで，彼は，まるで貴族が訪問したように，クルップの工場を案

内された。エッセンに初めて到着した際，彼は，部外者には工場を訪問できる可能性がほとんど

ないことを，数人の地元の人々から言われていた。彼は，その工場に勤めている数人の若い技術

者とワインを飲んで長い夜を過ごした。それは，訪問の糸口となるような友人を得ようとしたも

のだが，彼がその話を出すたびに浮かない顔つきとなった。結局，失うものは何もないと判断し，

彼は直接本社に出向いた。そして，成果は得られないと覚悟していたが，それどころか，会社は，

ローブリングの到着を待ち望んでいたことが判明した。経営陣は，間近に迫ったイースト川橋梁

のことを十分承知しており，彼のヨーロッパへの旅行についても全て知っており，彼の私的な視

察に対して試供品のアイバーを既に製作済みであった。 

 

彼は，3 ヶ国全てで，橋梁技術者や製綱会社と話し合い，製鋼所を訪問して，何万語にものぼ

る記述や，何百もの小さなフリーハンドの図面や図表を，彼のノートや手紙に書き留めた。彼の

観察力は並外れており，膨大な情報量を記憶することができた。それでも，そのために特別な努

力をしている素振りは，全く見せなかった。彼は，建設現場の周辺や工場の中を，案内者の話を

丁寧に聞きながら歩き回り，見学しているものに対して，とてもさりげなく注目していただけの

ように見えたであろう。その後ホテルの部屋に戻り，とても驚くような記憶力で，詳細事項や数

多くの重要な分析のために，見学した事項の十分詳しい説明を書き留めたのであろう。 

 

例えば彼がヨーロッパから帰国した後，ピッツバーグにしばらく滞在した間に，アンドリュー・

カーネギーの新しいキーストン・ブリッジ社の工場見学に招待された。そして，その夜マナンガ

ヒーラ・ハウスで一人になると，彼は，キーストン社の稼働状況全般に関する徹底した報告書を，

父親宛てに書いた。その報告書には，使用中の種々の機械とその稼働状況や製造方式に続いて，

関係する職員や生産された色々な製品，それらの相対的な長所に関するローブリングの意見が記

述されていた。その手紙は，彼の小さな筆致でさえ数ページに渡り，全て素直に書き留められて

いる。そこには，表面上の躊躇も無く，削除箇所や編集もなく，明らかに特に苦労した様子も見

られなかった。手紙の最後に，カーネギーとその兄弟がとても感じのよい人々だと思ったと書い

た後で「見学した全ての事を説明するために，20 ページ程の別の手紙を書くことができます。そ

れら全てのことを，今でも覚えています」と父親に告げている。 

 

そのような息子の真の意図は，父親にはその意味が通じていた。そして，青年がヨーロッパに

渡ってその方法で行ったように，1 通目の手紙の後で，技術的な事項を別々にほぼ完全に記載し

た別の手紙を送っていた。ヨーロッパからの手紙は，ワイヤー製造の件や，冶金学の最新の開発

状況，特にベッセマー鋼の製造や，ケーソンに関したものであった。なお，ケーソン（caissons）

という綴りを，どういうわけか「cassoons」と綴っていた。そして，全ての事項がトレントンで十

分に役にたつように，ある程度明確で徹底的に説明されていた。1868 年 3 月，2 人が赤ん坊を連
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れて大西洋を渡って戻る頃，彼はニューマチック・ケーソンに関して，あらゆるアメリカの技術

者よりも精通するようになっていた。 

 

彼と父親は，ブルックリンの橋梁の成功がケーソンに依存していることを，認識していた。全

てのことが，それらの成功に掛かっていた。ケーソンを，的確に河底の必要な深さに沈めること

ができれば，引き続いて橋梁を建設できるようになることは間違いないと思われていた。なお，

そのケーソンは，これまでに建設されたどのようなケーソンより，はるかに大きなものであった。

もしそれができなければ，橋梁の建設，少なくともジョン・ローブリングが 1867 年の秋にとても

説得力のある言葉で説明した橋梁の建設は，不可能となったであろう。たまたま 1867 年の秋，息

子ワシントンは，まだヨーロッパにおり，ケーソンを建設するための最良の方法を確定しようと

していた。 

 

自宅に戻った後，ローブリングはトレントンの工場で忙しく働きながら，ニューヨークの政治

家がその事業を決着するのを待っていた。1868 年，彼の父親はケーソンの基本計画を完了し，一

方，彼は，父親の要請により別件での長期間の視察を行った。その視察は，当時の東部ペンシル

バニアの無煙炭地域の採掘作業で，どのようにワイヤロープを利用できるかを調査するものであ

った。彼とエミリーは，一時的に大きな自宅に同居していた。父親は再婚した。弟のフェルディ

ナンドも，この頃には結婚していた。妹のローラは，子供たちを連れてスタテン島からやって来

ていた。秋になると，赤ん坊が歩き出していた。 

 

橋梁事業が動き出すという知らせがブルックリンから届き，彼とエミリーは，荷作りをして，

ブルックリンのヒックス通りの住宅へ引っ越した。 

 

 

 

父親ジョン・ローブリングが亡くなった直後の数ヶ月間，ワシントン・ローブリングは，ブル

ックリンから離れている時間が多かった。彼は，幾度となくトレントンへ戻った。そこには，面

倒をみるべきワイヤー事業と同様に，清算すべき父親の財産があった。大きな自宅で，長い期間

をかけて親族会議が開催された。やっと次男のフェルディナンドが事業を引き継ぎ，三男のチャ

ールズがトロイの学校を卒業と同時にそこを手伝うことが決まった。しかし差し当たり，ワシン

トンは，重大な決断を下したようである。誰もその問題を予想しえなかったことだが，その後す

ぐに，長男のワシントンがブルックリンで結構たいへんなトラブルに見舞われた時，チャールズ・

スワンの処遇を巡って，全面的な一族での争いとなった。父親の遺言では，スワンを共同経営者

とするよう依頼していたが，フェルディナンドは，それを望まなかった。ワシントンは，彼が必

要であると言った。スワンは仕事をやめて，何もいわず，明らかに激怒してどこかに行ってしま

った。しかし，最終的にその関係は修復して，スワンは共同経営者ではなく，十分な金銭面での

待遇で処して，職場に復帰した。 

 

意見の一部の相違があったものの，ワシントンが四男エディーの後見人となることについても
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同意された。ワシントン・ローブリングは，父親の橋梁建設を進め，彼の幼い家族の面倒を見る

ことなど対処すべきことが，たくさんあり過ぎると感じていた。父親が，問題を抱える幼い弟に

とって，父親らしいことは何もしない人であったとも感じていた。だが，他の親族は，そのよう

には思っていなかったようである。それでエディーはブルックリンへ引っ越し，エミリーは彼の

ために部屋を用意していた。 

 

ローブリングには，まだ処理すべき多くの視察が残っていた。ニューヨーク州ポート・チェス

ターで，彼はホレイショ・アレンと，一日かけて浚渫装置を視察した。ローブリングはオールバ

ニーにも出向き，新しい州議事堂の基礎に設置される黒い石灰岩と花崗岩を視察した。その州議

事堂は，ウィリアム・ジャービス・マッカルピンによって建設されていた。ローブリングは，石

灰岩採石場を訪問するためにカナダのオンタリオ州キングストンにも立ち寄り，そこの人々の話

を聞いた。彼は，小さな黒革のノート何ページにもわたって，名前や住所や注意項目を「彼らが

採石した石をどこで買い付けているか郵便局で調査する。・・・カルシウム灯具に関してあらゆる

ことを調査する。誰が鍛造製の吊上げ装置を造っているか調査する」等と書き込んでいた。彼は，

コネチカット州ニアンティックに出向き花崗岩を視察し，メイン州ハルウェルに出向きジョセ

フ・R・ボドウェルの採石場を調査した。悪名高いトゥームズ州刑務所は，ボドウェルの石材で建

てられていた。同じく，セントラル・パークの新しい巨大な貯水池の笠石もその石材で作られて

おり，その数箇所は，ウィリアム・C・キングズレーが建造したものであった。花崗岩の品質は「と

てもすばらしく，たいへん耐久性があり，・・・最も白い花崗岩として知られている」とローブリ

ングはノートに書いている。 

 

しかしながら，彼の最も重大な関心事は，初めての巨大なケーソンであった。8 月中旬，コリ

ングウッドが作業状況を報告した直後，ローブリングは，概略の図面と要求事項に関する長文の

説明書を彼に手渡した。そして，コリングウッドとペイン，ヒルデンブラントは，最後のインチ

まで図示する最終計画の仕事に着手した。そのようなケーソンを製造できる所は，はっきりして

おり，造船会社しかなかった。1869 年 10 月 25 日，ウェッブ＆ベル社との契約が成立した。その

造船所は，イースト川の上流のグリーンポイントにあった。そして，橋梁の建設の始まりを示す

日付を選ぶとすれば，おそらくその日とすべきであろう。 

 

ケーソンは大仕事となる基礎工で，まさしく文字通り象徴的なものであるということを，ブル

ックリンでローブリングと一緒に働いている誰もが認識していた。長い年月を経て，ほとんどの

人が見落としている事実で，評価をする専門家の中にも見落としている人がいる事実がある。そ

れは，ケーソンの専門家に一番近く，橋梁の基礎部分をどのように処理すべきかに専心していた

のは，父親以上にワシントン・ローブリングであったという事実である。そして，彼がそれまで

に実際にケーソンの仕事の経験が全くなく，その経験があるのは 2，3 人のアメリカ人技術者だけ

で，その一人がマッカルピンであるというとても明白な状況において，彼が基礎の施工に専心し

ていた事実が，おそらくいくらか埋め合わせる助けとなったのであろう。セントルイスではミシ

シッピ川を渡る橋梁で，ジェームズ・B・イーズ船長が，初めてのケーソンをまさに完成させてい

た。それでも，「ケーソン」という用語でさえ，少数の技術者以外の人々には，なじみの薄いもの
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であった。 

 

ジョン・A・ローブリングは，絶対的で文句なしの確信をもって，彼の橋梁が最も偉大な存在

感を示し，その時代の最も偉大な土木事業になると宣言した。その時点で，息子ワシントン・ロ

ーブリングが実施すべきことは，それを建設することであった。 
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図-8.1 トマス・コクラン卿 

（1775～1860） 

第 8 章 全て計画通りに 

これらの大きな石積みの質量を支持する基礎は， 

変形しないようにする必要がある。 

ジョン・A・ローブリング 

 

ケーソンがどのように機能するかを， も簡単に説明するには，巨大な潜水鐘1に例えることで

あった。ローブリングとそのアシスタント達は「ケーソンは，木と鉄で造られ，巨大な箱の形（函

体）をしており，天井は重たく，側面は強く，底はない」と

説明すればよいと理解していた。その中に圧縮空気を充填し

て，その屋根に石を積み上げて河底に沈める。圧縮空気が外

に漏れないようにして，水や泥の流れ込もうとする圧力に抵

抗させておき，作業員がその中に入って河底を掘削できるよ

うにする。作業の進捗に応じて石積を追加すると，函体は，

ゆっくりと確実にさらに深く沈んで行き，堅固な基盤に届く。

その時点で掘削を中止して，函体内部にコンクリートを充填

して固めると，それが橋梁の主塔の基礎となる。 

 

実際，理屈はとても単純であった。さらに，それが一世代

以上前からヨーロッパでうまく利用されていた。 初はフラ

ンスで施工され，そこで「密閉容器」を意味する「ケーソン」

という用語が生まれ，その後イギリスやドイツで施工された。作業員が圧縮空気を満たした密封

容器への出入りを可能にするエアロックは，早くも 1831 年，トマス・コクラン卿2（図-8.1）と

いう話題となった英国の海軍将官によって考案された。1851 年，ニューマチックケーソンが，初

めてイングランドのロチェスターで，メドウェイ川埠頭の橋梁基礎で使われた。その 7 年後，か

のブルネルは，ケーソンを 70 フィート（21m）以上の深さまで沈設した。これは，コーンウォー

ルのサルタッシュでテイマー川を渡るロイヤル・アルバート橋（図-8.23）というブルネルの 後

の作品で 大となる鉄道橋の橋脚に適用したものである。 

 

しかし，ローブリングが，ブルックリン側のイースト川の河床に沈めようとしていたケーソン

は，ヨーロッパでのあらゆる事例や合衆国での少数の事例に比べて，はるかに大規模であった。

また，ニューヨーク側の主塔のケーソンは，ブルネルが施工したより更に 30～40 フィート（9～

12m）深く沈める必要があると考えられていた。 
                                                        
1 潜水鐘（Diving bell）とは，かつて使われた潜水装置の一種。本体は金属製で鐘型（すなわち底が開いている）

の構造物で，船舶などから水中に吊り下ろされる。18 世紀には原型が完成し 19 世紀には盛んに使用された。 
2 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Cochrane,_10th_Earl_of_Dundonald.jpg 参照日 2016-03-26 

トマス・アレクサンダー・コクランは，イギリス海軍の提督で，急進派の政治家であり，ナポレオン戦争で活

躍した艦長の一人である。一旦イギリス海軍から退いた後，チリやペルー，ブラジル，ギリシャの独立戦争に

おいて，反乱側の海軍に身を投じた。1818 年，技師マーク・イザムバード・ブルネルと共同でトンネル掘削シ

ールドの特許権をとった。そして，ブルネルと彼の息子は 1825～1843 年に行ったテムズトンネルの建設におい

てその工法を使用した。 
3  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Albert_Bridge_2009.jpg 参照日 2016-03-26 
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図-8.2 ロイヤル・アルバート橋（1859 年開通） 

鉄道橋，橋長 666.8m，最大支間長 138.7m，桁下高 30m 

図-8.3 ブルックリン側ケーソンの構造 

ウォーターシャフト 
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ローブリング達が設計したケーソン（図-8.34）は，1869 年の秋の終わりからウェッブ＆ベル社

の造船所で，徐々に形になり始めていた。ケーソンは，砦のように造られ，船のように進水させ

ることになっていた。巨大な長方形の函体は，長さ 168 フィート（51.2m），幅 102 フィート（31.1m）

であった。内空高は，9.5 フィート（2.9ｍ），頭上に堅固な木製の 5 フィート（1.5m）厚の天盤が

                                                        
4  Rensselaer Polytechnic Institute Archives 



第 8 章 全て計画通りに 
 

 
 - 171 -

図-8.4 ケーソン製作状況（Sketched by Stanley Fox.） 

あり，函体の全高は 14.5 フィート（4.4m）であった。面積的には，一街区の広さの半分以上あり，

例えば，新しい聖パトリックの大聖堂の広さの半分以上の広さがあった。函体の側壁はＶ字形状

で，天盤との接合部で 9 フィート（2.7m）の厚みがあり，ちょうど 8 インチ（20cm）の底部の切

刃（cutting edge）に向かって先細りとなっていた。V 型の内側の傾斜は，およそ 45 度の角度であ

り，先端の全体的な切刃すなわち「沓（shoe）」と呼ばれる部分には，重い鉄製鋳造物が取り付け

られていた。また，内外面とも 3 フィート（90cm）上側まで，ボイラー板で全体的にぐるりと覆

われていた。その鋳造物の上には，2 フィート（60cm）角の重いオーク材の土台が載せられてい

た。 

巨大な質量を堅く一体化するために，打込みボルト・ネジボルト・木ネジボルトが用いられた。

V 型の側壁は，多量の山形鉄材で天盤部に固定された。コーナー部での木材の段積みは，互いに

半割にして一体化された。天盤自体は、棒状に加工した北米産の松材を 5 段に堅固に積み重ねて

造られている。木材は 1 フィート角（30cm 角）で，並べて敷き詰められ，横方向と鉛直方向の両

方にボルト締めされた。 

 

函体を気密にするために，継ぎ目には 6 インチ（15cm）の深さまで，内外に槙肌5（まいはだ）

が詰められた。また，天盤木材の 4 段目と 5 段目の間には，構造体の上面全体と 4 側壁全体の下

側まで延長して，ブリキ製の巨大な板が張り付けられた。外側のブリキ板はさらに松材被覆で保

護（図-8.46）され，その松材の間の隙間には熱い松脂が充填された。 

 

ローブリングは，40～50 ポンド（2.7～3.4 気圧：ケーソン作業室内で必要となる気圧と同程度）

の圧力が作用した状況では，空気が普通の木を容易に透過することを知っていたので，12×12

（30cm×30cm）の角材が水に浮かないほど樹脂の多いジョージア産とフロリダ産の松材を選んだ。

そして念のために， 後には内側全体を，特別に調合した気密性の高いニスを塗る予定であった。 

 

ケーソンを進水させた後に，天盤上に木材を更に 10 段積み重ねることで，厚さ 15 フィート

                                                        
5  ヒノキやコウヤマキの甘皮を砕いて繊維としたもの。舟や桶などの水漏れを防ぐために，材の合わせ目や継ぎ

目に詰め込む。 
6  http://fineartamerica.com/featured/7-brooklyn-bridge-1870-granger.html （参照日 2016-03-29） 
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図-8.6 ウォーターシャフト下端部 

土砂の排出作業の様子 

図-8.5 エアロックの内部 

（4.6m）の堅個な木製の基盤を構築する。その基盤は，主塔に作用する荷重を支えて分散させる

巨大な木製梁のような挙動をすることになる。 

 

ウェッブ＆ベル社で，むき出しで不格好に見える構造物の上での作業が進むにつれて，2 基の

エアロックと 2 基の供給シャフト，2 基のウォーターシャフトが，木製の天盤に組み込まれてい

った。 

 

エアロック（図-8.57）は，半インチ（13mm）厚のボイラー板で製作されていた。それらは，

円筒の形状で，高さ 7 フィート（2.1m），直径 6.5 フィート（2m）で，12 人程の作業員が入るの

に十分な大きさであった。作業員が上側から，マンホール蓋程度の寸法の鉄製扉を通って，中へ

入る構造となっていた。扉を閉め，中に配置されている係員が足元の弁を開けると，ロックの下

側の作業室から圧縮空気が流れ込んでくる。ロック

の壁に設置された圧力計が，下側の圧力と同じにな

ったら，すぐに床にある別の扉を開けて，作業員が

順々に直径 3.5 フィート（1.05m）の鉄のシャフトを

通っている梯子を下りて，ケーソン本体に入ってゆ

く。 

 

ケーソンから出る時は，逆の順序となる。作業員

は，シャフトを登ってエアロックに入り，床の扉を

しっかり締める。そして別のバルブを開いて，ロッ

クから圧縮空気を抜く。ロック内の圧力が，通常の

気圧すなわち 1 平方インチあたり 14.7 ポンド（1 気

圧）に減少してから，作業員は，上側の扉を開けて

抜け出す。この方法では，一組の作業員の入出時毎

のケーソンからの圧縮空気の損失量は，ロックの体

積分を上回ることはなかった。 

 

ウォーターシャフトは非常に単純であるが，独創

的な方法であった。これによって，作業室内で掘削

された泥や岩は，圧縮空気を全く損失することなく

外に引き揚げることができ，エアロックを通過させ

るための時間も不要であった。 

 

ウォーターシャフト（図-8.68）は，7 フィート

（2.1m）角で上下とも開いており，対の井戸のよう

に，ケーソンの天盤を通って作業室に向かって真っ

                                                        
7  Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, Oct. 15, 1870 
8  Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, Oct. 15, 1870 
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すぐに降りてゆき，ケーソンの先端より約 2 フィート（0.6m）深くまで延ばしてあった。これら

のシャフトも，ボイラー板で造られていた。そして，ケーソン内での作業が始まると，シャフト

内は，作業室の圧縮空気を閉じ込めるために必要な高さまで水で満たされる。 

 

シャフトの下端部，シャフトがケーソン自体よりも深く延びた 2 ヶ所では，河底を掘削して露

出した大きな穴（以下，ピットと表記）とし，そこも水で満たされた。これらが，シャフトの排

出口となる。そして，シャフト内の水柱は，作業室内の気圧によって，静止した（作業場所にあ

ふれ出ないようにした）状態に保持される。 

 

当時のある雑誌が，読者のために明らかにしているように，実質的にウォーターシャフトは，

ケーソン内部の空気圧を測る巨大な気圧計であった。シャフト自体は，内部を水銀の代わりに水

で満たし，下部の貯留部を水溜めとした気圧計の管であった。通常の気圧（水頭差に抵抗できる

気圧）を上回るケーソン内部の気圧は，シャフト内の水を 2 フィート（0.6ｍ）以上の押し上げる

大きさであった。 

 

作業員は掘削した材料を排除するため，シャベルですくってシャフトの基部にあるピットすな

わち水溜めに投入する。その場所では，上側から落下させたクラムシェルの浚渫用バケットを用

いて，シャフトの水の中を通って直接に引き揚げ，排出することになっていた。理論的には，バ

ケットは，作業員が排土を投入する速度と同程度で，機能するはずであった。シャフト内の水が

適切な高さに保持される限り，それは適切で効率的な方式であった。だが 1 箇所のシャフトの水

の体積が多くなりすぎると，つまりシャフト内の水を支えている作業室の気圧に対して重くなり

すぎると，ピット内の水が作業区域に溢れ出すことになる。あるいは何らかの理由で，その場所

の水の体積が減少し，作業室の圧力に抵抗するだけの水の重さが不足した場合には，下側からの

空気の著しい放出，すなわちブローアウトが発生することになる。 

 

供給シャフトは直径が僅か 21 インチ（53cm）であり，ローブリングは，掘削が終了した時点

で，単にそのシャフトを利用して，ケーソンの内部へ必要なセメントや砂，砂利を運ぶつもりで

あった。 

 

ジョン・ローブリングの考えでは，掘削作業の障害となる区切りや支持材を無くして，ケーソ

ン内部をひとつの大きな開放空間としていた。だが，息子ワシントン・ローブリングは，いくつ

かの理由で，その考えを断念する必要があった。第一に，ケーソンを船のように進水させる必要

があるが，この場合に限り，船体の上下を逆転して建造しているので，進水台と天盤の間に何ら

かの支持材を設置する必要があった。また，ワシントン・ローブリングは，ケーソンを川床に沈

める途中で，その切刃が巨石に当たることを想定し，それが発生した時，ケーソンの全重量が，

それら数箇所だけに載ってしまうことを避けたかった。しかし，彼が多数の枠組で作業室を分割

したのは，イースト川特有の自然地形が主要因であった。 

 

イースト川は，ニューヨークのアッパー湾とロングアイランド湾を連結しており，マンハッタ
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ン島の先端と，ロングアイランド湾にそそぐヘルゲートの 2 ヶ所に合流部がある。これら場所で

は毎日異なった時刻に，2 種類の異なる潮流が発生し，その流れは普通の河川の流れとは全く違

っている。水の流れは，河床の急激な深さ変動と，深さ 50 フィート（15m）ほどの巨大なくぼみ

による乱流や渦巻で一杯である。海峡部の内外で激しく変動する潮流によって，その流れは速く

て，荒れ狂い，対処がとても危険なものとなっている。順風な時でさえ，当時の大型帆船が，イ

ースト川の流れの早い潮流に向かって，全く前進できなくなり，湾内のあちらこちらに頻繁に停

船し，小型艦隊のように潮流が変わるのを待っていた。 

 

ローブリングは「 大の干満差は，7 フィート半（2.3m）である。圧縮空気を充満したケーソ

ンが，満潮時に，かろうじて河床に接触している場合，干潮になると 4 千トンの力がケーソン基

部に作用し，それら全てに対して沓と函体の強度で抵抗する必要がある」と説明している。ケー

ソンが数百トンの石造の主塔の下に永久的に据えつけられるまで，これらの強大で，潜在的な破

壊力を持つ上下動は止まることがない。 

 

だから彼は，ウェッブ＆ベル社で，松材の柱と縦桁で重厚なトラス構造を組み込み，両側を 3

インチ（7.6cm）の板張りで被覆して，6 フィート（1.8m）毎に天盤に対して側面筋かいを取り付

けた。これら内側の隔壁をケーソンの幅方向に 5 列通して，内部を 6 組の別々の作業室 28×102

フィート（8.5m×31m）に分割した。ケーソンが水中に入って河床に静止した時点で，作業員が

作業室から別の作業室に往来できるように，隔壁に出入口を開口した。 

 

巨大な木製の函体は，そのような方法で製作されていたので，イースト川の造船所では，これ

まで見かけたことのない建造物であった。進水台は，7 基（外側端部 1 基ずつ，その中間位置に 5

基）が必要であった。構造物の総重量は，進水の準備ができた時点で 6 百万ポンドすなわち 3 千

トンとなった。これは，例えばイースト川の造船所で製造されたチャレンジャー号という強大な

クリッパー船（複数のマストを持つ大型の高速帆船）より，1 千トン以上重かった。ケーソンは，

約 11 万立方フィートの木材と，230 トンの鉄材で造られ，大型船の一般的な方法で長辺を進水方

向に向けて，建造が進められていた。当座は，それは進水台の先端から 50 フィート（15.2m）後

ろで建造されていた。造船の経験者であれば誰でも知っていたように，そのような大規模な質量

を進水させる際の大きな危険性は，片方の端部が他方より早く進んでしまうこと，あるいは，巨

大な構造物全体が途中で密着して止まってしまう事態であった。もちろん，ケーソンが，進水台

から十分に勢いをつけて滑り出し，水から受ける非常に大きな抵抗力を上回るようにすることも

必要であった。だから，まさに建造物を進水させることは，工学的な主要課題であった。実際，

ローブリングは「私にとって，ケーソンの進水と船喰い虫に対する防護の問題のほうが，ケーソ

ン沈降の見通しよりも，心配の種であった」と後に述べている。 

 

 

 

当然のことだが，多くの部外者には，建設に伴う疑問や進捗状況について，とても関心があっ

た。毎日，初雪が降った後でさえ，工事状況を一目見るために，人々はノーブル通りの突き当り
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図-8.7 ジェイムス・B・イーズ

（1820～1887） 

にある造船所にやってきた。多くの技術者だけでなく，新聞記

者やツィードの関係者もニューヨークからやって来た。この技

術者達のなかでも無視できない人物が，セントルイスからやっ

てきたキャプテン・イーズ（ジェームズ・B・イーズ，図-8.79）

であり，この当時，ミシシッピ川でケーソンを沈降させており，

たまたま何かの用事でニューヨークに来ていた。 

 

そして，ウェッブ＆ベル社の人々は，そのような複雑な課題，

すなわちこの仕事が，彼らのそれまで製造経験のあるものと大

きく異なっている点を懸念し，100,274.51 ドルの前払いを強く

主張していた。 

 

ケーソンはいったん進水させて，川下に曳行する計画であった。ケーソンが，荒れた流れの中

でどの程度航海に耐えられるかという，別の未解決の問題があった。ジェームズ・B・イーズはケ

ーソンを詳細に見て回った後で，彼が懸念する難点をローブリングに告げ，下流へ曳航する間に

ケーソンに圧縮空気を充填すると転覆する恐れがあると述べた。それについては，ローブリング

も，まさに同感であった。 

 

しかし一方，架橋地点の河岸では，ケーソンが設置される箇所を空ける必要があり，巨大な構

造物がきちんと浮かぶように，その河床を十分深く，浚渫する必要があった。1870 年 1 月 3 日月

曜日，設置個所の撤去が開始された。その冬はとても穏やかな気候であったので，そこでの作業

は，造船所での作業のように思ったより早く進んだ。他の冬では，それほど多くの作業を行うこ

とは不可能だったに違いない。 

 

現場の撤去作業には，およそ 1 ヵ月を要した。フルトンフェリーを利用する毎日の通勤者に対

して，全ての作業が興味深い状況を見せつけ，橋梁が実際に建設中であるという 初の現実的な

印象を与えることとなった。大きなフェリー埠頭の半分を解体する必要があり，防舷材の被覆を

引き剥がしや，大量の石が詰められた井桁式基礎の撤去など，全ての作業を，フェリーの運航を

混乱させずに行う必要があった。古い杭を引き抜くために，「オックス（Ox）」と呼ばれる巨大な

蒸気クレーンが艀の上に持ち込まれた。それらの設備が次々と持ち込まれるたびに，イースト川

は，それらの設備に驚くような多くの被害を発生させた。各々の設備は，低水位線と川底の泥線10

の間の領域で，何千匹もの船喰い虫11に荒らされる被害を受けた。ローブリングは「泥の下側にあ

る 16 インチ（41cm）の杭は，とても健全で虫にも喰われていない。泥よりすぐ上側は，3 インチ

（7.6cm）の細い幹となるまで侵食されているのが見つかった。全ての木杭が同様な影響を受けて

いた」と記録している。そして，皆が誤解しないように「これは，我々の木材基礎を河床の天端

                                                        
9  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Buchanan_Eads_-_Brady-Handy.jpg （参照 2016-06-02） 
10  泥線（でいせん）：海域の堆積物が泥になる， も水深の浅い所を連ねた線。その深さは波浪・潮流などによ

って異なる。内湾で浅く，外洋で深い。 
11  フナクイムシ科に属する二枚貝類の総称。ムシとついているが，実際は貝の仲間である。その生態は独特で，

海中の木材を食べて穴を空けてしまう。木材の穴を空けた部分には，薄い石灰質の膜を張りつけ巣穴にする。 
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より下に施工する必要性を示したもので，その位置における全体の安全性も立証している」と付

け加えている。 

 

古い係留設備をいったん撤去し，ケーソンを囲む形で，大規模な係留地を造ることになってい

た。この係留地は，河に向かって開いているが，残りの 3 面は新しい杭で周囲を囲む計画であっ

た。この範囲内で，川床は満潮時で 18 フィート（5.5m）の均一な深さ，すなわち，全ての潮流の

状態で，ケーソンが浮かぶだけの十分な深さとなるように浚渫する計画であった。浚渫作業は，

当初の表面の泥だけを相手にしている間は著しく進んだが，やがて固くて湿気のない転石に遭遇

した。「この材料の特性は堅固な岩に近かった」とローブリングは書いている。浚渫では，表面に

ほんの僅かな窪みをつけられるだけであった。必然的に火薬に頼ることになった。爆破作業は，

夜間の午後 7 時頃から夜明けまでの間で開始された。この時間帯は，河川上の交通量が少なくな

り，フェリーで移動する人がほとんどいなくなる時間帯であった。爆破穴は，鋼製頭部の鉄杭を

川底まで打ち込んで設置した。続いて，爆破用の火薬を鉄製缶に詰め，専門の潜水夫が穴に挿入

した。ダイバーが退避し，杭打ち機を安全な距離へ後退させた時点で，電気による点火で爆破が

行われた。 

 

3 台の杭打ち機を稼働させ，作業員に対して適正な要領で作業ができるように若干の訓練を行

い，10 時間交代でおよそ 35 回の爆破を行った。日中には，浚渫機が夜間作業で爆破した土砂を

撤去した。 

 

浚渫時に出てきた多数の転石は，浚渫機で引き上げるには大き過ぎて，引きずって撤去する必

要があり，ダイバーが水中で援助を行った。全作業は，一般的な浚渫の 6 倍程の費用となったが，

それでもたいへん効果的であった。また，その作業によって，ケーソンを貫入する地盤に関する

貴重な情報が得られた。例えば，新しい杭の近くでは，杭打ち機の 12 回の打撃で鉄杭を柔らかい

粘土層に 40 フィート（12m）沈めることができる一方で，中央部分では 3 フィート（0.9m）沈め

るのに 100 回の打撃が必要であった。フェリー発着場の方に向かって，粘土層は，あらゆる寸法

の転石の間に粗い砂が混じって密に締まった地層（玉石混じり砂礫層）に変化していた。ケーソ

ン設置位置の締め切りがない側，すなわち河川側では，全ての軟弱層が洗掘され，硬盤層だけが

残っていた。 

 

やがてローブリングは，浚渫作業をケーソンの端部と内側の隔壁の線に沿って集中的に行うよ

うに決断した。中間の部分は，ケーソンの中で後から取り除くことができると説明した。また，

ウォーターシャフトを設置するために，余分に深くする 2 ヶ所の穴は爆破により掘削した。 

 

その時点で，工事はゆっくりと進んでいた。爆破と浚渫は，川床についての貴重な知識を提供

した。一方，その知識自体は，彼らが請け負っている工事の困難さを厳しく痛感させるものであ

った。かなり大規模な鉄道駅と同程度の大きな木製函体を，そのような地層の中を，水中で真直

ぐに沈め，いつでも函体を完全な水平状態に保ちながら，おそらく 50 フィート（15m）降下させ

て， 終的に当初に想定した正確な位置に静止させることは，実際に非常に難しい作業であった。
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それに加えて，1 月末頃になると，イーズ橋のケーソン内で働いている作業員の間で発生してい

る奇妙な疾患の報告が，セントルイスから聞こえ始めた。 

 

 

 

ジェームス・ブキャナン・イーズは，アメリカにおける本物の天才で，19 世紀を代表する人物

の一人である。彼は，細身で堅苦しく，とても頑固で多くの人から嫌われていた。彼は，ミシシ

ッピで波乱に富んだ人生を送っていた。彼は，儲かる水中でのサルベージ12事業を行い，ガラス製

造における財政破綻を経験し，南北戦争中の装甲小型砲艦の艦隊建造などに関係していた。イー

ズが関係した船は，モニター号やメリマック号より前に建造され，遅くてずんぐりした不格好な

軍艦であった。北軍がミシシッピ川で南軍に勝利した際，「タートル（亀）」とあだ名がついた彼

の軍艦は，チャールス・エレットの蒸気ラム式艦隊と並んで重要な役割を果たした。イーズは，

自分自身で船を設計したことはなく，エレットが彼のラム式艦隊で行ったように，自分が関与し

た艦隊で戦争に参加したこともなかった。だが彼はあらゆることの事業化を行っていた。それは，

ミネソタやミシガンでの木材の伐採事業や，セントルイスとルイスビルでのアーマー鋼の製造で

あり，昼夜体制で働く 4 千人の労働者を雇用し，彼自身の資金から多くの事業に融資をしていた。

ワシントン・ローブリングが，リトル・ラウンド・トップで殊勲を立てていた頃，イーズの砲艦

はビクスバーグの包囲攻撃に成功してグラント将軍を援助していた。 

 

1870 年初頭，イーズは 50 歳になろうとしていた。彼は，一度に 2～3 人を相手にチェスを指す

のが好きな類の人物であった。そして，鍛冶屋仲間との 近の重量挙げ競技では，2 番になって

いた。 

 

イーズがサルベージ事業を営んでいる数年間，ミシシッピ川のあちこちで潜水鐘を利用した仕

事を行っており，河川の危険な流れや川底に特性について，当時の誰よりも熟知しているといわ

れていた。このことは，彼がミシシッピ川を渡る橋梁に対する大胆な提案を，セントルイスやニ

ューヨークの財政面での後援者に提示したとき，重大な要素となっていた。だが，結局のところ

も大きかったことは，いろいろな事業を成し遂げてきた男としての，あふれるような自信と彼

の評判であった。国内の一流の技術者達と仕事をしてきた人々に対して，彼が技術者として正式

な教育を受けておらず，これまでに橋梁を一度も建設したことがないという周知の事実にもかか

わらず，セントルイスのミシシッピ川に橋梁を架けられる唯一の男がジェームズ・B・イーズであ

ること，彼が架けようとする橋梁がその唯一の答えであることを，うまく説得した。チャールズ・

エレットとジョン・A・ローブリングの 2 人は，1850 年代にセントルイスの吊橋計画を立案した

ことがあった。その後，ローブリングは亡くなる前年にも，まったく新しい橋梁計画，吊ケーブ

ルと放物線状アーチを組み合わせた橋梁計画を作成していた。だが，エレットやローブリングの

案は却下されていた（セントルイスの人々は馬鹿者であると，ジョン・ローブリングは息子宛て

に書いている）。その当時，イーズとその橋梁は，セントルイスで話題となっていた。 

                                                        
12 サルベージとは，遭難した船の人命・船体・積み荷などを救助することで，海難救助，あるいは，沈没船の引

き揚げ作業のことを指す。 
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図-8.8 イーズ橋全景（2009 年撮影） 

橋長 1,964m，最大支間長 158m，幅員 14m，桁下高 27m 

図-8.9 イーズ橋の架設状況（1874 年） 

 

その橋梁には，蒸気船の通行を妨げ

ずに，河川の上に鉄道と道路を通すと

いう大きな必要条件があった。セント

ルイスのミシシッピ川は，イースト川

とほぼ同じ川幅である。その当時の渡

河鉄道橋で一般的に適用されていた

重厚な鉄製トラスや，吊橋の代替とし

て，石製の橋脚上に鉄製アーチを設置

する巨大なアーチ橋（図-8.813）を，

イーズは考案した。彼の計画では，3

連の鋼アーチで河川を渡る計画であ

り，その中で も長い中央径間は，当

時のどんなアーチよりも数百フィー

ト以上長かった。架設中における河川交通への影響を回避するため，彼のアシスタント技術者ヘ

ンリーフラッドは，それまで誰も試みたことのない片持ち工法（図-8.914）を考案した。その工法

は，各々のアーチの半分をそれぞれの石製の基礎からもう一方に向かって，まるで河の上で巨大

な顎（あご）がゆっくり閉じるように，架けて行くものであった。この工法が，これまでの一般

的な工法と異なる点は，（顎が連結するまで）必要となる仮設支持材を上側から設置することであ

った。一般の工法では，橋梁の架設完了後に撤去できる仮設の木製支保工で，下側からアーチを

支えるものであった。しかし，そのような工法では，河川内に何も建てないでおくことは明らか

に不可能である。そこでイーズは，それぞれの石製の橋脚上に建てた仮設の木製塔から張ったケ

ーブルで，上側からアーチを吊ることにした。 

 

そして，橋梁の設計・使用材料・架設工法など，橋梁に関するほぼ全ての項目は，型破りで実

績もなかった。 初に彼がそれを提案したとき，アンドリュー・カーネギーは，イーズが述べた

ような力学的事項については，それに精通した誰かが，その計画に一通り目を通した方がよいと，

判断した。 

 

                                                        
13  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eads_Bridge_panorama_20090119.jpg （参照日 2015-02-17） 
14  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eads_Bridge_construction.jpg （参照日 2016-03-27） 
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その橋梁に対して，カーネギーは 2 重の関心を持っていた。彼は，イーズのセントルイス後援

者から，彼らが発行する橋梁債券を引き受けるつもりはないかとの打診を受けていた。また彼が，

鉄製鉄道橋の製造専門会社の 初の一つであるキーストン橋梁会社を設立したのは，この数年前

であった。カーネギーは，橋梁に対する愛着について話すのが楽しみであった。彼が出会ったト

ーマス・ポープやジョン・ローブリングのような人物を国民精神（national spirit）の証明と考えて

おり，橋梁建設の一翼を担うことには，個人的な大きな満足感があると明言していた。 

 

その時点でキーストン社は，セントルイスの事業にコンサルタントとして参加して上部構造を

担当するよう要請されていた。カーネギーは抜かりなく，キーストン社の技師長で社長でもある

J・H・リンビル（1825～1906）に橋梁に対する意見を求めた。リンビルは合衆国の中でその問題

を も熟知した人物であると，カーネギーはいつも熱心に説明していた。それは誇張表現であっ

たが，リンビルは確かに土木業界では一流の人物であった。カーネギーに雇われる前，彼はペン

シルバニア鉄道で橋梁技術者として勤めており，1864 年にスチューベンビルで，オハイオ川に架

設した巨大な鉄製トラス橋は，その種類では非常に優れた構造物と考えられていた。 

 

リンビルは，イーズの計画書一式を自分に送ってくれるよう依頼した。彼は，その書類を注意

深く検討し，カーディフの巨人に意見を求められた古生物学者に似た感じで，真面目な顔で内容

が不合理であると断言した。彼は「これらの計画に沿って建設されるとすれば，この橋梁は成立

しないだろう。これでは自重も支えることができない」と非公式にカーネギーに告げ，やがて正

式な声明で「とても危険で実現不可能」な橋梁と判定した。そして，彼の自身がそれに関わるこ

とは，自分の評判を危うくすることになるので問題外であると発言した。 

 

リンビルは，まったく間違っていた。土木工事について何も知らなかったカーネギーは，リン

ビルにイーズを「正しい方向に導く」よう促した。しかしイーズは，思いとどまるつもりは毛頭

なく，評判や取引関連の如何にかかわらず，どのような第三者にも，自分の橋梁計画を変更させ

るつもりはなかった。結局イーズは，リンビルにさえ，自分が何を行おうとしているかを納得さ

せてしまった。キーストン社は，その橋梁の仕事に着手した。カーネギーは，J・P・モーガンの

父親で，アメリカへの融資者であるジュニアス・モーガンに一連の債権を売るため，ロンドンに

向かった。1867 年夏，イーズはセントルイス川岸に近くで， 初の橋台の準備作業を自信満々で

進めていた。近隣の酒場では，橋梁を建設するために 700 万ドル，その期間も 700 万年かかると，

話題になっていた。 

 

結果的に， 終的な費用は 1 千万ドル近くとなり，橋梁が完成するまでに 7 年かかった。橋梁

を一度利用すると，誰もが特に技術者は絶賛した。1 人の土木工事歴史家が書いているように，

イーズ橋は，その規模にしては法外な構造物となった。そのことに関して，ワシントン・ローブ

リングは，イーズがウェッブ＆ベル社の造船所を訪問した際に十分に認識した。 

 

国内のあらゆる橋梁技術者やあらゆる鉄道関係者と同様に，ローブリングは，セントルイスの

橋梁に大いに関心を持っていた。しかも，イーズが，彼の根本的な計画のあらゆるものと同時に，
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ニューマチックケーソンを利用して橋脚を沈める計画もあったので，ローブリングは，おそらく

他の誰よりも，イーズの目一杯の大胆さと，彼が試行していることの極めて大きな重要性を，評

価していた。また，ブルックリンでのローブリング自身の工事だけでなく，橋梁工学の将来全般

に対する重要性も評価していた。 

 

イーズがその橋梁を初めて構想したとき，巨大な鋼製のアーチを設置する 2 基の河川内の石製

橋脚の施工では，当初は締め切り施工を行う計画であった。しかし 1869 年 4 月，彼は更に巧みな

施工法があることを確信して，ヨーロッパ旅行から戻ってきた。彼は，フランスの技術者モレー

が，ビジーでアリエ川を渡る橋梁の橋脚を沈めるためにニューマチックケーソンを使う現場を見

学した。そして，技術面での充分な確信を持って帰国した。自分が誰よりも熟知しているミシシ

ッピ川が，たとえアリエ川のように穏やかでなかったとしても，その工法は，セントルイスの現

場で使うことができると確信していた。 

 

1869 年の夏の間にイーズとローブリングは，その当時の 大級で極めて重要な 2 橋梁の基礎に

ついて，独自の別々な計画を立案し，各々全く無関係に自分の判断だけでそれを進めていた。と

はいえイーズは，10 月中旬にケーソンを水中に設置していた。それは，ウェッブ＆ベル社との契

約調印の前であった。そして，イーズがブルックリンにやってきた頃には，彼のケーソンは，す

でにミシシッピ川の砂質基盤の中に順調に沈められている途中であった。 

 

2 人のなかでローブリングは，ヨーロッパでのケーソンの開発状況や，それを利用した様々な

工法に関するより高度な知識を，確かに身につけていた。イーズは，ほとんど偶然にその技術に

出会い，ほんの短期間で独学しただけであった。ローブリングの父親は，当初からの計画にケー

ソンを組み入れており，その件に関して多くの知識があった。そしてローブリング自身は，その

研究に大変苦労して，その特定の目的のために，ヨーロッパで 1 年近くを過ごした。さらに，イ

ーズとは異なり，ローブリングは教育を受けた経験豊かな橋梁技術者であり，フランス語とドイ

ツ語の両方に堪能であった。イーズは英語しか話さず，彼が出会ったヨーロッパの技術者の何人

かとは，会話するのも難しい時があったようである。 

 

それでもなお，ローブリングは間違いなく「イーズが問題の解決に対して，とても傑出した天

賦の才能をもつ人物であり，驚くべき独創性と決断力をもち，実際に自分の父親によく似た人物

である」と評価していたようである。また，ローブリングは，イーズがセントルイスで直面して

いる状況が，ヨーロッパの技術者やマカルパインらがこれまでに直面した状況よりも，ブルック

リンの状況にとても近いということを認識していた。とても重大なことは，イーズがローブリン

グと違って，その時点でケーソンの施工を経験していることであった。 

 

イーズが施工中のケーソンは，ローブリングがブルックリンで施工しようとしていたケーソン

のおよそ 1／3 であったが，それでもヨーロッパの人々が利用したケーソンよりも大きかった。そ

れ以上に意味があるのは，イーズのケーソンは 1870 年 1 月までに，ローブリングがブルックリン

側で施工する深さと同程度まで達していたことであり，依然としてミシシッピ川の砂層と泥層の
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中に，ほとんど抵抗を受けずに着実に降下していた。1 月末になって問題が発生した。 

 

かなり早い時期からイーズの作業員達は，ケーソンの高圧環境下での作業に関して，ある種の

特性に気がついていた。例えば， も男性的な声が，か細い女の子のような響きになっていた。

イーズが好んでケーソン内部に案内した多くの見学者に対して，作業員が歓迎の証として，口笛

を吹いたり，ロウソクを吹き消したりできなくなった。何人かの作業員は，食欲の著しい増加を

掲げた。他に呼吸困難や痛みを伴う耳鳴りの症状を訴える者もいた。だが，ケーソンが 40 フィー

ト（12m）ほど降下した頃，不可解な疾患を伴う明確な症例が数件発生した。それは，イーズと

ローブリングの 2 人共が，ヨーロッパで耳にしていた事例であった。 

 

 

 

1664 年という相当前になんとも皮肉なことに，ヘンズローという英国の医者は，いろいろな一

般的疾患の治療に，圧縮空気を利用する方法を提案した論文を発表している。フランスとドイツ

では，まさにそのような気圧治療に対する 新の設備を備えた機関が創設された。圧縮空気槽が，

治療に奇跡的な効果があることが宣伝されて流行し，特に消化不良の治療法として流行した。た

だし空気槽の圧力は，大気圧に比べてそれほど大きなものではなかった。 

 

しかしながら，相当大きな圧縮空気を利用して施工を行った 初の土木技術者は，トリガーと

いうフランス人であった。1839 年，イーズとローブリングがケーソンを施工する 30 年前，クイ

ックサンド層に鉱山用シャフトを沈めるとき，地下水の逆流を止めるために，鉄製管体の内部で

圧縮空気を利用した。その技術は大変うまく機能したが，作業が完了する前にトリガーは，作業

員達の間で数多くの説明のつかない反応を観察し，考えられることを自分のノートに書きとめた。

これが，ケーソン病あるいは「潜函病」の症例の 初の記録となった。作業員の 2 人が，戸外に

出て約 30 分後に，腕と膝に突然の激痛が走るという全く不思議な症状に襲われたと，トリガーは

書いている。 

 

その後，フランスではさらに深刻な症例が発生した。圧気状況から出てかなり経過した後で，

自宅で作業員に症状が現れた。時々，寒気と嘔吐を伴う痛みの症状が現れた。他の症状も記録さ

れている。無気力感，言葉や吃音の錯乱，鼻血，皮膚の我慢できないかゆみ，不安定な足取り，

頻尿，歯の痛み等である。ある科学的な研究によれば，ハンガリー人とフランス人ではほとんど

患うことはなく，一方イタリア人やドイツ人，スラブ人は，はるかにひどい状況になると言われ

ていた。1 人か 2 人の男性が，それを患って亡くなったという事実も認識されていた。 

 

イーズの作業員の 初の徴候は，足の筋肉が時々麻痺することであった。しかし作業員の説明

によると，それによる痛みはなく，その感覚は 1 日かそこらで消えたということであった。しか

しケーソンがさらに深くなるにつれて，さらに多くの作業員に障害が起きるようになった。その

時点で症例によっては，内臓や括約筋だけでなく腕にも症状がでた。関節のひどい痛みや，突然

の耐えがたい胃の痛みを訴える作業員もいた。なお，症状が出た作業員のうち 9 割が，全く痛み
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を感じないと言っており，症状として痛みがでない限り，あまり真剣に取り上げられなかった。

実際に，ある報告では「苦しそうな足取りで軽く前かがみで歩き回っている労働者は， 初は冗

談のつもりだと考えられていた。やがて，麻痺と痙攣の症状は『ギリシアン・ベンド』という名

で一般に知られるようになった」と記載されている。 

 

発症を防ぐために，不思議なほど効くと言われていた「廃棄油（Abolition Oil）」を，作業員は

自分自身に塗り込んだ。彼らの中には，手首と腕，足首の周りに亜鉛と銀のバンドを巻くものも

現れた。また，訴えが認められて，イーズが会社の費用で全ての作業員に強制的に装備させるこ

とに決めたような事例もあった。それは，作業員から「一時的な防護服」と呼ばれ，同じように

腰の周りに巻き付け，足の底にも着ける対策であった。それでも，説明のつかない疾患の事例は，

増加し続けた。 

 

現場監督のうちの 1 人が病気に罹ったとき，イーズはケーソン内での作業時間を短くした。作

業員は，ケーソン内で 4 時間だけ作業し，その後 8 時間休憩して次の 4 時間作業に戻ることにな

った。ケーソンの深さは，その時点で 42 フィート（12.8m）であった。2 月 5 日，ケーソンが 65

フィート（19.8m）に達した時，イーズは再び勤務スケジュールを途中に 2 時間休憩を含む 3 回の

2 時間作業体制に変更した。作業員は，交替のたびにケーソンから出るために長いらせん階段を

昇る必要があり，この勤務体制も作業員には好評ではなかった。圧縮空気による有害な症状がで

なかった作業員にとって，新しい勤務体系は更に大迷惑であった。一方，症状が出ていた作業員

にとって，らせん階段の昇りは苦痛を追加しただけであった。橋梁の公式記録には「階段昇降の

疲労は，痛みを伴う症状が出ていた作業員の苦痛と衰弱を，少なからず増加させることになった。」

とあっさりと記録されている。2 月にケーソンが 70 フィートに達した時点で，潜函内の空気圧は

1 平方インチあたり 32 ポンド（2.2 気圧），すなわち通常の気圧の 2 倍以上となり，ひとりの作業

員が病院へ送られるような痛みを訴えた。 

 

その後，激しい症状は更に増えて当たり前になっていった。ある作業員は意識不明になり，3

時間話すことができなかった。もはや，誰もが事態を軽く考えることはなかった。それでも，イ

ーズが見学者に説明したように，多くの作業員，実際には大多数が全く影響を受けていなかった。

彼は，何百人もの見学者をケーソン内部に降ろしており，「繊細な女性たち」でさえ病的な症状を

感じた人はいなかったと述べていた。そのことを彼が納得するように，説明できる医者はいなか

った。高気圧から通常の気圧へゆっくり移行すれば，有害でないことが立証できるだろうという

医者もいた。逆に通常気圧から圧縮空気への移行が早過ぎるので，その障害が発生していると主

張する医者もいた。しかしイーズは，ケーソンのエアロックの操作員が誰も患っていないので，

どちらの見解も正しくないだろうと反論した。障害の原因は，圧気状況下での作業時間に加えて，

個人の全般的な体調によると，彼は主張していた。 

 

彼は，発症した作業員の大部分が新規の作業員でその仕事に不慣れなこと，薄着でそもそも十

分な食事を取っていないこと，時としてアルコール中毒であることを指摘した。そのような状況

でケーソンの降下を続けるので，イーズは，そのために雇った体格の良好な作業員だけに作業を
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図-8.9 ケーソンの進水状況 

行うよう指示した。 

 

その後，3 月 19 日土曜日，偶然にもブルックリン側ケーソンが朝方に進水した日，イーズは

初の死者が出たことを報告した。ジェームズ・ライリーという男性であった。彼は，第一シフト

で作業を行っており，作業室内でちょうど 2 時間の作業をしてから，誰の目にも元気そうに上が

ってきて，15 分後に呼吸が苦しそうな表情になり，うつ伏せに倒れ込んだ。彼は，その不可解な

病気で亡くなった初めてのアメリカ人となった。だがイーズが橋梁を完成させるまでに，セント

ルイスでは少なくとも 15 人以上が亡くなり，それを上回る作業者が死ぬまで身体障害者となった。 

 

 

 

ブルックリン側ケーソンの進水（図-8.915）には，およそ 3 千人が見学に集まった。決して予想

外のことではなかったが，キングス郡民主党は，その日を演説とバンド音楽を行う機会としてと

らえた。人々は，眺めている構造物をうまく表現する方法に戸惑ったが，それが何よりも港湾防

衛のための巨大な軍艦もしくは砲台のように見えるということで， 終的に意見が一致した。そ

して，イーグル新聞の取材では，多くの見学者は，主にケーソンが進水できるかどうかを疑って

集まって来ていた。 

 

ケーソンの天端すなわち天盤には，巻き上げ装置や様々な奇妙な形をした機械装置が，あちこ

ちに配置されていた。進水台の障害に備えて多くのロープが，待機している蒸気船に連結されて

いた。また各々の進水台の背後には，重装備の木製のラムが装備されていた。これは，巨大な構

造物を動かし始めるために，同調して機能する設備であった。函体内部では仮設の気密区画が前

方の壁に構築され，ケーソンが水に衝突した際にその側面を浮かせる対策がとられた。そして，

クラブやウインチ，150 台の手押し車など目一杯の補助設備が積み込まれ，木の帯板で固定され

ていた。 

 
                                                        
15  Scientific American, July 9,1870 
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進水は 10 時 30 分に実施され，あらゆる点で大成功であった。 後のブロックが分離されると

すぐに，巨大な塊は動き始めた。補助の必要もなく，まっすぐ均一に滑っていった。それは，水

の抵抗を上回るのに，ちょうど十分な速度で河川に突っ込んでいった。仮設の気密区画は完全に

機能し，ケーソン前側の沈み込みを抑えた。甲板は全く濡れなかった。 

  

大きなどよめきが群衆から上がった。甲板上のエアポンプが直ちに稼働し，函体内の水は，数

時間で全て排出された。これにより函体が気密であったことに，ローブリングが満足感を覚えた

ことは間違いない。その後，内部の空気が漏れることを踏まえ，ケーソン天端が水面から 17 イン

チ（43cm）以下となるように沈降させられた。そのことについてローブリングは，自分の事前の

計算とぴったり合っていたと，喜んで記録している。 

 

だが，ケーソン設置場所の困難な浚渫作業の進捗は，予定よりかなり遅れていた。その場所で

の全ての準備が完了するまでに更に 1 ヶ月を要し，進捗を早めるための対策もなかった。それが

明らかだったので，ローブリングは，この期間をセントルイスに出向き，イーズがどのように工

事を進めているかを見学する絶好の機会と捉えた。橋梁会社はそれを認め，ホレイショー・アレ

ンが同行する費用も支給した。 

 

イーズには，見学者に対応するための一定の手順があった。ローブリングとアレンが 4 月初旬

にセントルイスを訪れた時も，同様の対応を受けたと思われる。イーズは， 初に計画の概要を

述べ，細かい説明をした後で，艀に乗って河川中央の現場に向かった。そこは沈降中のケーソン

の上側に，荷揚船や揚貨装置の一団が停泊していた。イーズは，種々の作業船の働きを解説した

後で，狭い螺旋階段を下り，エアロックを通って，ケーソン本体の中へ見学者を案内した。 

 

ローブリングは，後に書いているように，イーズと「彼の注目すべき発明の才能」に 高の賞

賛と敬意を表している。また彼は，セントルイスに滞在した 2 日間，イーズが彼に対して，とて

も礼儀正しかったと述べている。なお，その際に居合わせたイーズの友人は，イーズが若いロー

ブリングにありとあらゆる詳細なことも，説明するように特に心を砕いていた，と述べている。

だから，この時点で彼らの間に何らかの不和があったという話については，全く根拠の無いこと

である。 

 

ローブリングは，工事が 良の方向に沿って進行していると確信して，ブルックリンに戻った

ようである。彼はケーソンでの病気について，多くのことをセントルイスで聞いたものの，彼が

話し合ったほとんどの人々がイーズを含めて，作業員が発症するか否かは，大部分が運の問題で

あるといっており，ローブリングが後に述べたことから判断して，彼もほぼ同じ結論に達してい

たようである。確かにその当時，イーズは，障害の防止法や治療法について，ローブリングが知

っていたことと同程度のことは心得ており，そのことは 2 人にとって当然のことだったに違いな

い。依然として作業員達は苦しんでおり，更に多くの作業員が亡くなっていた。 

 

イーズはケーソン沈降作業を進め続けており，その解決策は，どういうわけか問題がさらに悪
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化しそうな即席の対応であることは，確かであった。ローブリングの現場でも，おそらく同様に

対処したのであろう。大きな悲劇は，他の人々が圧縮空気の影響に関して既に知っていたことを，

彼ら 2 人が，ほぼ完全に知らなかったということであった。例えば 2 人は，ケーソン病に対する

も確実で即効性のある治療法が，既に知られていることに，気づいていなかった。 

 

彼らが時間の経過に伴って情報交換を行ったり，同様な問題を抱えている他の数少ない人々に

接触していたりすれば，おそらく事態は，2 人それぞれに対して違った結果になったかもしれな

い。しかし，専門の同業者間での情報交換が，後の状況から判断すると， もうわべだけの付き

合いが多かった時代に，彼らは生きていた。ほとんど全ての仕事がそうであるように，土木工事

は激しい競争的な仕事であった。アメリカ土木学会のような組織は，専門的知識の開かれた情報

交換がうまく行くように努めていた。また，有益な技術資料を発表している数種類の評判の良い

学術誌もあった。それでもまだ，これらの方針に沿った強い慣行もなく，場所によっては姿勢さ

えなかった。鉄道業界は，土木技術者を も必要とする業界であり，たいへん多くの技術者の研

修基盤でもあったが，有益な知識の開かれた交換を促進するような機関ではなかった。他人の事

に干渉しないことは，ビジネスの基本的な原則と考えられていた。言い換えれば企業秘密があり，

人々が甘受すべき厳しい競争は，しばしば職業上の妬みと憎しみのような 悪なものを生じさせ

た。例えば，ローブリングの父親がチャールズ・スワンに宛てて，ある男性がかつてエレットの

元で働いていたという単純な理由で，その男性を雇用しないように警告する手紙を書いたことが

あった。ジョン・ローブリングは「私とエレット氏との間を，行き来して伝える情報は不要であ

る」と書いている。 

 

確かにその通りであったが，その時でさえ，しばしば例外もあった。それは，特別な知識を共

有している団体が，それによって財政的に利益を得る場合であった。カーネギーは，キーストン

橋梁会社が大きな契約に関係する時だけ，イーズが技師長リンビルの経験を活用することをとて

も快く承諾した。ケーソンに関するイーズへの 初の指導は，フランスの橋梁施工者であるモロ

ーからであった。それは主として，モローが，たまたまフランスの主要な鉄工所，キーストン社

のような鉄工所の技師長であり，その会社がイーズの橋梁の上部工の施工を望んでいたからであ

った。 

 

ローブリングがブルックリンに戻ったあと，彼とイーズは，お互いに話し合うべきことがほと

んどなかったか，あるいは，すでに知っている以上のことを話し合っても得られることはほとん

ど無いと，単に思っていたのかもしれない。または，ひょっとして，全てが彼らの社交辞令であ

り，実際には 初の時点で，単なる個人的な理由で関心を失っていたのかもしれない。結局イー

ズは，いつでもほとんど全ての答えを心得ている極めて誇り高い人物で，別の方法で立証しよう

とする人物には，永久に気を許すことはなかった。彼は，自分の橋梁が他に代わるものがない，

その世紀で唯一の 重要の土木事業と見ていた。ローブリングもほぼ確実に，自分が建設しよう

としている橋梁について同じように感じていたが，父親とは異なり，決して一度もそれを口にす

ることはなかった。きっとイーズは，ローブリングが脅威であり，誰かの背後に控えているよう

な人物ではないと，考えていたに違いない。彼は，ローブリングを単に厄介者とみなしていたの



第 8 章 全て計画通りに 
 

 
 - 186 -

かもしれない。16 

 

自らが困難にもかかわらず，疑惑を抱く人がいたにもかかわらず，多くのことを達成した人物

というものは，若い男性を支援するために，努力することを嫌うのかもしれない。その若い男性

が，既にかなり十分なものを手にしたように見え，これまでに自分自身が特に価値ある人物であ

ることを何ら立証していないようであれば，そのような対応も理解することもできる。さらにま

た，イーズはひいき目にみても難しい人物であった。 

 

そして何よりも，強い独立心は本来とても良いことあるという，その時代の支配的な考えがあ

った。イーズとローブリングは 2 人とも，まさに他人から輝いている人物の事例として示される

ような人物であった。 

 

だから，彼ら 2 人は，アメリカ大陸を半分ほど隔て，各々独自の道をひとりで進み，やがて対

立することになる。 

 

 

 

1870 年 5 月 3 日の昼過ぎ，ブルックリン側のケーソンは， 初で 後となる航海を行った。そ

れは，フルトンフェリー停泊所の傍の現場に向かって，イースト川を４マイル（6.4km）下る航海

であった。作業室には再び完全に空気が充填され，エアポンプが稼働し続けた。その時点で巨大

な函体は，甲板が水面上にちょうど 9 フィート（2.7m）浮いた状態であった（この空気充填は不

可欠なことであった。それは，河川の一部で，河床とケーソン下端の間の隙間がわずか 1 フィー

ト（30cm）しかなかったからである）。6 台のタグボートがケーソンを曳航し，1 時 45 分頃に潮

流に入っていった。ケーソンは，19 世紀の驚異の一つを眺めた幸運な人々の間に大反響を巻き起

こし，すぐに人々のすさまじい視線から隠れてしまった。 

 

ローブリングとキングズレー，ホレイショー・アレン，ウェッブ＆ベル社のベル，他 3～4 人が，

長くて平坦な甲板上に一緒に乗り込み，前方に向かって立っていた。そして，イーズが浮上した

状態でのケーソンに対して植え付けた疑念は，すぐに忘れ去られた。ある目撃者の言葉によると，

ケーソンは，奥地の湖の真ん中に浮かぶ白鳥のように，穏やかに河川を下って来たようである。 

 

ケーソンはフルトン通りの一区画に係留され，陽が沈む時刻まで数千の人々がそれを間近で見

学した。イーグル新聞は「当然，自分が怪物の上に載ったことを，誰もが，これから先，何年も

自慢したいと思っていた」と書いている。誰もが期待したより特に夕闇が迫る頃に，その怪物は，

                                                        
16 カーネギーは，自叙伝の中で，パイパーという名前の人柄のよい機械工の話をしている。この男は，セントル

イスの橋梁工事を支援するために，キーストン社から派遣された人物であった。「彼は 初， 大級の契約が

受注できたことを喜び，イーズ船長に対して，あらゆる面で愛想良くしていた。 初は『船長』でさえなく，

『イーズ大佐，はじめまして。あなたにお会いできて光栄です』」。しかし，まもなく彼らの間の感情は，少し

悪化してきた。「我々は，挨拶に心がこもらなくなったことに気づきました」。イーズ大佐がイーズ船長とな

り，そしてイーズさんとなった。「トラブルが終わる前に『大佐』は『ジム・イーズ』と下がって行った。ま

た，実を言えばずっと以前から，仕事場以外では『ジム』と呼ばれ，その後『大きな D』と呼ぶようになった。」 
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さらに素晴らしく見えたようである。 

 

翌朝の潮流の変り目に，ケーソンは，新しい係留地の内側の所定位置に移された。全ての作業

は 1 時間ほどで完了した。満員のフェリーが隣の停泊所で頻繁に出入りしており，青年達は，よ

く見える場所の船室の 上部まで上がって眺めていた。 

 

それから数週間，ケーソンの天盤上では角材の段積み作業が，各々の段が他の段に対して直角

になるように角材の間に隙間を残しながら行われ，その隙間には重量を増加させ木材を保護する

ためにコンクリートが充填された。また天盤の厚みの増加に合わせて，ウォーターシャフト・エ

アロック・供給シャフトの追加部分の取付けが行われた。また，5 月 10 日，ローブリングとペイ

ン大佐，フランシス・コリングウッドがケーソン下端を初めて調査した。進水のために設置され

た仮設の気密区画は取り除かれ，各々の隔壁に通過するための 2 つの出入口が開口された。そし

て，ケーソン先端の下にあった緩んだ岩や泥が取り除かれた。少数の作業員が，高気圧での呼吸

の苦しさについて不満を述べた。またエアロックの中では，どうやら圧力が変化するたびに急激

な温度変化が発生するらしく，これに関しては何らかの対策が必要となった。室温は，華氏 100

度（摂氏 38℃）以上にまで上昇した。しかし，それ以外は全ては予想した通りであった。 

 

6 月 12 日付けの署名のある橋梁会社の取締役への報告書に，ローブリングは次のように書いて

いる。 

 

これまで 3 週間，40 人の男性の作業班は，ヤング氏の監督のもとで 1 日 8 時間ケーソ

ン内部での作業を行い，主として函体先端部の敷き均しと，隔壁とケーソン切刃の下

側に残っていた転石の除去を行ってきた。埠頭の泥の堆積物は，2～3 フィート（60～

90cm）の厚みがあり，この仕事は非常に不快な作業である。現在は浚渫機の稼働を開

始させており，短期間で浚渫が完了する予定である。ケーソンの沓の下側にある巨石，

およそ 100 立方フィート（2.83 立方メートル）の撤去は，かなりの技能と根気を必要

とする作業である。 

 

この間ずっとケーソンは，満潮時毎に浮き上がり，干潮になると再び着底を繰り返していた。

もちろんこのことが，函体内での作業は一日の干潮の時間帯，つまり函体内の水が比較的少なく

なる時にのみ，可能であることを意味していた。 

 

天端には更に木材の段積みが加えられ，ケーソンの全高がちょうど 10 フィート（3.0m）増加し

たので，その重心は，かなり上がって不安定均衡の状態が生じていた。すなわち，ケーソンは，

潮流が満ちてきても，もはや均等に浮き上がらなくなっていた。一端が他端より先に浮くと，こ

れがブローアウトとして知られた現象の原因となった。ローブリングが述べたように，これは，

人目を引く現象として出現するので，ブルックリンではとても興奮するような話題となった。 

 

潮流が満ちてくると，ケーソンの下向きに作用する重量は，外側の河川の浮力に伴う内側の空
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気の増加圧力に抵抗しようとするので，ケーソンの一端は 6 インチ（15cm）かそれ以上，突如浮

き上がるようになる。内側の空気圧が外側の水頭を越えた瞬間に，沓の下側から巨大な空気が湧

き出し，それとともに，重さが数百トンで，おそらく 60 フィート（18m）の高さになるような水

柱が発生した。これによってケーソンの天端全面に魚が降り注ぎ，そこで作業中の人々は，それ

を争って拾い集めた。 

 

ケーソンの内側で働く作業員達にとって，そのような出来事に 初は大変驚いたが，やがてほ

とんど気にしなくなっていった。ひどい割れんばかりの騒音と突然の空気暴発があり，両方とも

確かに動揺させられたが，2～3 回それが起こった後では，作業員達はそれに慣れてしまった。な

お，空気の数百トンの損失は，そのような巨大な体積 16 万 3 千立方フィート（4600 立方メート

ル）に比べれば，特に心配するようなものではなかった。 

 

しかしながら，川岸やフェリーから眺めたイースト川上の突然の水柱の出現は，それを見た誰

もが何年間も話すほど壮観であった。 

 

ケーソン上に 3 段の石積みが行われ，6 月中の大部分，巨大な木製の函体はもはや上下に動く

ことはなく，据えつけるべき河床に接地した。ケーソン天端に据えられた 初の石は，いわゆる

礎石であり，キングストン採石場からの青い石灰岩の塊で 3フィート×8フィート(0.9m ×2.4m)，

重さ 5,800 ポンド（2,600kg）であった。 初の石の設置に伴う特定の式典は行われず，また，今

までに知られている限り，それに何かが刻まれるようなこともなかったようである。 

 

石切り場と呼ばれた作業場は，下流側のアトランテッィクドッグスの下側のレッドフックのあ

たりに設置された。現場に石材を搬入するため，4 台の巨大な平底船が特別に建造され，マクナ

ルティが第一段目を設置する責任者に任命された。石積み作業は，通常よりも，かなりゆっくり

と進められた。というのは，1 個が 2000～3000 ポンド（900～1400kg）の重量のあるブロックを

移動させるために，可搬式のやぐらを利用する必要があったからである。だが，一旦ケーソンが

本来の位置に設置された後では，3 基の恒久的な揚貨装置が，ケーソンの直上に搭載された。そ

の装置は，船の帆柱のような 50 フィート（15m）の高さの巨大な木製支柱と，ケーソン甲板のど

こへでも向きを変えられるブームを有していた。 

 

その頃には，6 台の大型のエアーコンプレッサーも，作業場の近くの長い小屋の中で稼働して

いた。このコンプレッサーは，マサチューセッツのフィッチバーグにあるバーリー・ロック・ド

リル社で製造されたもので，各々20 馬力の蒸気エンジンを搭載していた。このエンジンは，スト

ローク 14 インチ（36cm），直径 15 インチ（38cm）の 2 筒の単動式エアーシリンダーで稼働して

いた。各々のエンジンは，それ自身のボイラーを備えており，1 台のボイラーやエンジンの停止・

故障が他のエンジンに影響を及ぼさないように，それら全てが連結されていた。全ての配管と接

続は良好な状態で適切に作動していた（10 インチ（25cm）の主配管は，ケーソンまでの約 150 フ

ィート（46m）を地下で圧縮空気を送り，その先から 2 本の 6 インチ（15cm）のゴムホースが，

供給シャフトを下がり，作業室に空気を運んだ）。トーマス・ダグラスというプロスペクト公園で
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見事な石工事を行った石工が，ケーソン外側の作業責任者として配置され，一方，ケーソン内部

の現場監督は，チャールズ・ヤングという名前の大柄な男性であった。 

 

これまでのところ，あらゆる作業はきっちり予定通りに進んでいた。深刻な中断はなかった。

材料は予定通りに到着した。全ての必要な機械は，購入して設置されていた。この時点までに橋

梁会社の正式な事務所は，フルトン通りのユニオンビルに設置された。その建物は，フルトンフ

ェリーから徒歩で行けるところであった。関係者の誰もが，祝いの言葉をかけられたと，総合

高責任者ウィリアム・キングズレーは，彼自身の 初の公式報告書に記載している。 

 

これで，巨大なケーソンは，その沈下を開始することができるようになった。 
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第 9 章 ケーソン沈設 

このような橋梁は，先例がない。 

ワシントン・ローブリング 

 

何千年もの間，人々は建造物を造り続けているが，ブルックリン側ケーソンほど巨大な構造物

を地中に沈めようとしたものは，それまで誰一人としていなかった。また，その工事がイースト

川のブルックリン側ほど難しい場所も稀であった， 

 

ローブリングとアシスタント達は，現場を浚渫している間に，沈設すべき地層についてたいへ

ん多くのことが判明したと考えていた。だが，ローブリングは「現時点で，地質はとても厄介な

特性であり，掘削は，ゆっくり時間をかけて根気強く努力するしかないという結論に達するほど，

十分に明らかになってきた」といつもの冷静さで解説した。これに比べれば，他の事はとても簡

単であった。理論的にはとても適切とみられていたことが，その時点で，実際には全く異なった

状況であると分かってきた。実際，ケーソン内部の当初一ヶ月の掘削量は 悪で，あまりにも遅

かった。そのため，基礎の全体構想がまるで大間違いであったように見え始め，これを諦め，他

の場所や他の方法でやり直す必要があると思えるほど，落胆する状況であった。 

 

そのような感触に市民は全く気づいておらず，かえって好都合であった。そのような状況に関

して，一部の市民がケーソン内部の実際の進捗状況を認識することは全くなく，作業状況は完全

に隠された状況であった。 

 

現場全体を眺めるには，いまだにフェリーの甲板からが一番であった。毎日ニューヨークへ行

き来する途中で，何千人の人々が，すばらしい至近距離からの眺めを満喫することができた。そ

の眺めは，3 台そびえ立つブームの揚貨装置が，回転しながら石灰石のブロックを所定場所に運

ぶ様子や，作業員の一団が，石積作業や隣接する作業ヤードに群がっている様子であり，どの作

業員もことごとく，自分が期待されていることをまさに熟知しているように見えた。6 台の別々

の蒸気エンジンが黒い柱のような煙を吐き，至る所に滑車や手工具，釘樽があきれるほどに乱雑

に置かれ，タール樽や山積の木材，石炭・砂・石材が山のように積まれて，配置されていた。落

胆して考え込むような普通の作業員であれば，そのような混沌としたような状況から，整然とし

たあるいは合理的なものを，どうして創り出すことができようか。 

  

それでも上から見ると，その工事は，他の大規模建設事業に比べて，それほど違っているよう

には見えなかった。例えば，ニューヨークで建設中の巨大な新郵便局の周辺の活況は，あらゆる

点で混乱しており，見た目に強い印象を与えた。これら全ての構造物は同じ日光に照らされてお

り，同じ新鮮な空気を呼吸している作業員は，他の人々と何の違いもなかった。しかし，ケーソ

ンの下側の状況は全く異なっていると，誰もが聞いていた。それは， も興味をそそる仕事の一

環であり，一部の関係者以外，誰もがそれを見ることができない場所に隠されているという事実

が，もちろんその作業に対してさらに大きな興味をそそっていた。 
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図-9.1 ブルックリン側ケーソンの構造 

出典：Rensselaer Polytechnic Institute Archives 
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新聞社はすぐさま記者を送り込んだ。7 月までには，記者は，日々の作業のために降りている

200 人の労働者よりも上手に，自らの話をありのままに伝えた。その結果，ある絵が現れてきた。

それは，ブルックリンの玄関先にある奇妙でぞっとするような地下の世界の絵であり，超人的な

勇気のある男性か馬鹿者しか入れないような世界であった。そして，空想の中で育ってくる考え

にはよくあるように，現実からそれほど離れたものではなかった。 

 

 

 

おそらく も真に迫った説明は，E・E・ファリントンというローブリングの部下の機械工長で，

地味で無骨で，普通に実務にたずさわっている男性が述べた一言であった。後で，実際には誰か

がファリントンの代筆をしていたとか，少なくとも彼の文体を校正していたとかの噂があったが，

その表現の信頼性には間違いがなかった。 

 

ケーソンの作業室（図 9.1）では，あらゆることが現実離れしており，不思議な様子を

呈しています。多くの水が湧き出るように，頭の中が混乱した状況となっています。

初は脈拍が早くなり，その後たまには通常の脈搏以下に低下することがあります。話し

声は，やや不自然に聞こえ，話すためにかなり努力がいります。燃え立つ明りや深い影，

ハンマーやドリル，チェーンの混じった騒音，半分裸の動き回る人影があり，あちらこ

ちらに，ギリシャ神話のシーシュポス1が転がすような転石があり，詩的な感性のある人

                                                        
1  シーシュポスは，ギリシャ神話に登場する人物である。エピュラーを創建し，エピュラーは後にコリントスの

名で知られるようになった。神を欺いたことで，シーシュポスは神々の怒りを買ってしまい，大きな岩を山頂

に押して運ぶという罰を受けた。彼は神々の言い付け通りに岩を運ぶのだが，山頂に運び終えたその瞬間に岩

は転がり落ちてしまう。同じ動作を何度繰り返しても，結局は同じ結果にしかならないという，徒労を意味す

る「シーシュポスの岩」で知られる。 
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図-9.2 エアロックの内部 

であれば，ダンテの地獄の現実的な感覚を掴むに違いありません。私が注目したのは，

ケーソンの中では時間が経つのが早いことです。 

 

初めてケーソンに降りる大部分の人にとって，エ

アロック（図-9.22）さえも不安になるような体験で

あった。人によっては極めて辛い体験でもあった。

小さな鉄製の部屋は，鉄製の天井にセットされたガ

ラスを通過する太陽の光で，とても明るかった。し

かし，一旦，係員が巻揚機を数回廻して，蓋板をし

っかり固定すると，誰もが鉄の棺に閉じ込められた

ような感じとなった。続いて真鍮のバルブが開けら

れた。ある男性は「その結果，すぐに不気味で耳を

つんざくような甲高い音，まるで汽笛のような音が

して，我々は無意識にそのひどい音から耳を守ろう

として，自分の指で耳をふさぎます。音が小さくな

ったときに，私達は，頭の中に何かが充填されて圧

迫されるような感覚となります。それは，痛みを伴うもので，自分の頭がまるで破裂するように

感じる痛みです」と書いている（多くの人々は，そのような感覚を経験することは無く，そのよ

うな症状は「ロックで感染した」という表現をしていた）。その後，音が完全に止まり，床の蓋板

が勝手に開き，係員がケーソンの中に入る鉄製の梯子を指差した。この時点でほとんどの人がす

ぐに望むことは，それを表現したかどうかにかかわらず，まさに可能な限り素早く屋外に戻るこ

とであった。しかし，一旦梯子を下りて 3～4 分経つと，ほとんどの人はかなり落ち着いたことに

も気づいた。 

 

一旦明るさに目が慣れるにつれて，ケーソン内部の 初の光景は，たいていちょっとした驚き

であった。6 区画の大きな作業室は，広大な地下室か何かのようであり，ほんの 近になって，

そこから洪水が引いた後のようであった。あらゆる柱や隔壁，全ての外壁や天井全体が，ぬるぬ

るした泥の皮膜でおおわれていた。その場所で作業している全作業員が，ゴム長靴を着用してお

り，1 つの区画から他の区画まで足場板が敷かれていた。足場板の間の黒泥や水は，たまに 1 フ

ィート（30cm）かそれ以上の厚みであった。日々の作業は数箇所に集中して行われたので，他の

巨大な作業室は，地下の洞穴と同じように暗くて静かであった。 

 

そこには，カルシウム灯あるいは石灰灯3とも呼ばれた照明があった。その照明は，作業員が働

いている場所の隅々で，湯気を立てるような青白く明るい光を放っていた。足場板の歩廊に沿っ

ては，鉄製杖の先端にたいまつのように燃え上がる低い鯨蝋ろうそく4による照明が並んでいた。

                                                        
2  Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, Oct. 15, 1870 
3 ライムライトや灰光灯ともいわれる照明器具の一種である。石灰を棒状，あるいは球形に成形したものに，酸

素と水素を別々の管から同時に噴出させて点火した高温の火炎（酸水素炎）を吹き付け，白熱した石灰から発

した光をレンズで集光して照明に用いる灯具である。19 世紀中ごろに発明され，電灯が発明される前は劇場の

舞台照明として盛んに用いられたが，1878 年に白熱電球が実用化されるとこれの普及に伴い次第に廃れた。 
4  鯨蝋ろうそくとは，マッコウクジラの脳油を原料としたろうそく。 
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ローブリングは「満足のいくような方法でケーソンを照らすという件については，とても解決し

難い問題である」と橋梁会社の取締役宛ての報告書で述べている。 初，ロウソクが圧縮空気の

中で勢いよく燃え上がり，耐えられないほどに空気を汚染する大量の煙を出した。これについて

は，灯芯やろうそく自体の大きさを小さくし，ミョウバンに牛脂を混ぜ合わせ，灯芯を酢で濡ら

すことによって，いくらか改善された。それでもローブリングは，作業員が空中にただよう多量

の炭素分を肺に吸い込むことを，懸念していた。 

 

灯油ランプは 初から除外する必要があった。灯油ランプは，ろうそくよりも煙がひどく，密

閉された環境では火事に対して常に危険な状況にあり，ローブリングはこぼれた油の危険性を回

避したかった。そこで彼は，石灰灯，舞台照明や夜の政治集会で一般的に利用されている照明の

利用を思い付いた。圧縮した酸素と石炭ガスを組合せたガスをケーソン内に配管で送り，燃焼器

を全ての作業室に配置した。そして一作業室当たり 2 基のランプで作業をできると判断した。1

回の小爆発で操作係の顎髭の先端を焦がしたことはあったが，それ以外，そのシステムはほぼ満

足できる状況で稼働した。一般的な街路のガスは，ここで利用したガスの 1/5 程度安価であった

が，それを使った場合ケーソン内部の温度は，誰もその場所で作業できないほどに上がってしま

った。 

 

実際に，ケーソン内の空気は，どんよりとして湿っている他に，不快なほどに暖かかった。圧

縮器を利用して冷たい水煙を送った。それでも冬とか夏とか，時刻や外の天候に関係なく，内部

の温度は華氏 80 度（27℃）かそれ以上の状態が続いていた。また 高の状況でも，作業室は絶え

間なく霧で覆われているように思われるほど，室内の空気は水で飽和状態となっていた。形はど

うあれ奮闘する必要のない見学者達は，すぐに自分が汗でびしょ濡れになっていることに気づい

た。 

 

ケーソン内部を見学したほとんどの人々，新聞記者や地元政治家，ハーパー・ウィークリー社

の画家，専門学術誌数社の編集者の人々は，徹底的に泥にまみれた服装となって退出し，作業員

の背後で体験したことにとても納得していた。また見学者の多く人々は，作業員達が毎日そのよ

うな場所で実際に働けることに，率直に驚いていた。 

 

7 月 5 日，初めてグラブ船のバケットを利用して，ケーソンからの岩と泥の排土引揚げが行わ

れた。ケーソン内部でのほとんどの作業は，縁の鋭い転石の撤去に費やされた。それは，ケーソ

ンが破砕的な力を伴って沈んでゆくにつれて，これら転石の上に載ってケーソンの枠組や沓が損

傷する恐れがあったからである。ウォーターシャフトの下側の転石は，初期の頃の も深刻な問

題であった。なぜならば，ケーソンが急に沈降すると，シャフトが閉鎖して詰まったり，ひどく

損傷したりする可能性があったからである。そこから転石を取り除くには，長い鋼棒と大ハンマ

ーを使って手作業で苦労しながら，徐々に削りとる以外に方法がなかった。 

 

 



第 9 章 ケーソン沈設 
 

 
 - 194 -

図-9.3 切刃における巨石の破砕作業 

中央の作業室（第 3，第 4 作業室）の地面は，ほ

とんど全てがトラップ5（traprock，きめの細かい黒

ずんだ火成岩）であった。この地質は砂礫ように圧

縮され，緑色蛇紋岩の破砕片から成る天然セメント

とローブリングが説明したものによって，固められ

ていた。あらゆる転石がこの非常に硬い物質で被覆

されており，そこには鋼製の先がとがったツルハシ

ではほとんど歯がたたなかった。鋼製の先のとがっ

たバールを，重い大ハンマーで打ち込む（図-9.36）

ことだけで，作業は僅かながら進めることができた。 

 

フェリーの停泊地に も近接する第 1 と第 2 作業

室は，岩の間に粘土と砂利が混じった地層であり容

易に掘り進むことができた。一方で，ケーソンの上流側の端部の第 5 と第 6 作業室は，40 フィー

ト（12m）下側まで粘着性の青色粘土層が広がっており，それはまさに初期段階の調査で判明し

た地層であった。これは確かに，そこの掘削が比較的簡単に行えることであったが，ケーソンを

少なくとも 40 フィート（12m），粘土層を過ぎるまで下降させる必要があることも意味していた。

ローブリングの説明によれば，第 3，第 4 作業室で見られるような地層が全面に拡がっていると

すれば，それ以上の良好な基盤は望めないはずであった。そして，地質の特性が，1 つの作業室

から他の作業室までそれほど大変不規則であるので，ケーソンを一様に沈降させることはとても

不可能のように思われた。 

 

ローブリングは，露出した岩の入念な調査を続けていた。十中八九が，ハドソン川の断崖を起

源としたものであり，ロングアイランド島全体と同じように，氷河によって数百万年前に運ばれ

てきたものであることを，ローブリングは理解した。このトラップは一般的には玄武岩といわれ

るもので，花崗岩のような火成岩で非常に硬かった。ケーソン内の地盤を深く掘っていくにつれ

て，トラップは，舗装ブロック程度の大きさの塊や，途方もない巨石として現れてきた。しかし，

シャベルやツルハシが 初にその一部に当たって鋭い金属音がした時，その岩石がどれくらいの

大きさであるかを，言い当てることはできなかった。 

 

石英と片麻岩の転石はあちこちで出てきたが，稀であった。赤い砂岩の 2 個の大きい転石も，

見つかった。しかし，掘り出された小さな岩石の様々な全種類について，ローブリングが作成し

た標本では，そのほとんどは，小石サイズにすり減っており，ブルックリンから北や北東に 100

マイル（160km）ほど離れた所で見られたものと，全く同一の岩質を示していた。 

 

                                                        
5  古くスカンジナビアで使用されていた語であって，もともとはスウェーデンの鉱山師の用いた俗語であった。

当時この岩石は，粗粒な花崗岩や多孔質の火山岩を除いた多くの緻密な岩石の総称であった。後には，輝緑岩，

玄武岩，安山岩その他塩基性から中性の火成岩などに対して用いられるようになり，変閃緑岩（epidiorite），変

輝緑岩（epidiabase）などのように軽く変質したものも加えられていた。 
6  Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, Oct. 15, 1870 
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ケーソンの天端に重量物を構築して，その切刃でそのような地層を沈降させてゆく考えは，

初の段階で断念せざるを得なかった。そうするために必要な圧力は，鋳鉄の沓を押しつぶして，

支持する枠組を壊すことになるからであった。そのため切刃では，地層を簡単に切り開くことは

できなかった。それどころか，あらゆる転石やあらゆる大きさの岩石を，沓や枠組がそれらの上

に載る前に撤去する必要があった。沓先端の内側に沿って溝の周辺には空間があり，外側から中

に浸み込んでくる水で常時ほとんど満ち溢れていたので，そのような撤去作業は，全て水中を綿

密に調べてから行う必要があった（この水は，枠組の下部にある溝を通って次々と流入して，ウ

ォーターシャフトの下側で大きな水溜りとなっていた）。 

 

沓の下側にまさに転石を見つけること，ましてそれらを撤去することは，信じ難いほど骨の折

れる嫌な仕事であった。切刃の全周長は 540 フィート(165m)であった。これに各々が 102 フィー

ト(31m)長の 5 箇所の枠組を加えた 1050 フィート(320m)が，ケーソンの全支持部の長さとなる。

すなわちフットボール競技場 3 面の長さより長い距離である。その全長を 1 インチごとに，作業

交替時刻の 1 日 2 回，鋼製の共鳴棒を使って切刃下側を綿密に調べる必要があった。次の交替作

業班がケーソンに入った時，常に直前の 8 時間で実施された作業状況を綿密に説明する必要があ

った。また，発見された問題箇所のほとんどが水中にあったので，その場所を簡単に指し示す方

法がなく，その情報を書き留めるか記憶しておく必要があった。ローブリングは「さらに，ケー

ソンが 6 インチ（15cm）あるいは 1 フィート（30cm）沈下すると，新しい場所に完全に新しい転

石の一群が出現し，転石がケーソンの半分には無く，半分には有るという状況が頻繁に起こった」

と書いている。 

 

沓に荷重がかからないように，沓の下側に突き出た転石を撤去して，枠組や作業室の隔壁に，

圧縮空気とのバランスを崩さないように，荷重の一部を担わせる必要があった。なお，全体の巨

大な荷重を支持する主要構造が枠組を有する場合には，ケーソンの沈降に伴い支持構造を下げて

ゆく方法では，そのような転石の撤去作業が不可欠であった。 

 

初に使った方式は， も単純な解決法のように思われたが，それは全く機能しなかった。短

い土柱，3 フィート（90cm）角の土柱をフレームの下側に，6～8 フィート（1.8～2.4m）間隔で残

置する。その後，これらの柱を系統的に掘って取り除き，それによってケーソンが下がって行く

という方法であった。だが，土柱が，しばしば除去すべき転石を隠したり，あるいは水で侵食さ

れたりした。また，しばしば隣接した部屋の労働者同士が，調整せずに作業を行い土柱がうまく

作られず，その効果を発揮させられないこともあった。 

 

その次に採用した方法は，たいへんうまく機能し， 後まで使われた。各々の隔壁の下側に，8

フィートかそこらおきに，2 個の木製ブロック，1 フィート（30cm）角で長さ 2 フィート（60cm）

のブロックを，順に重ねて，そのブロックと隔壁下端との間にはオーク材のくさびを挟んで配置

した。沓の下側をケーソン全周に渡って，数インチの深さで全ての障害物を撤去した時にはいつ

でも，ケーソン全体が沈むまで，くさびを大ハンマーで 1 箇所ずつ枠組毎に緩めた。なお，新し

いブロックをその古いブロックの隣に設置して，ケーソンの沈下が突然発生した場合には，２つ
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に分離するか，グシャッとつぶれるようになっていた。ローブリングは冷静に「ブロックと柱が

分離するときに出る音は，かなり不吉であり，頭上にある 3 万トンの質量が迫ってくる眺めは，

見ている人の気持ちを不安にさせる傾向があった」と解説していた。 

 

コリングウッドとペインが，沓の下側の転石を撤去し，ケーソンが適切に沈下することを確認

する担当であった。後にコリングウッドは「毎朝，天端の石積の上で水準を測定し，その結果を，

現場監督の長に渡した・・・。ケーソンが水平な場合には，通常は降下作業の続きとして，くさ

びを緩める作業を，中央の枠組から開始して，その枠組みの中央から端部に向かって整然と行っ

ていった。その後，この隣の 2 組の枠組， 後に外側の 2 組について同様な作業を行った。障害

が発生しない時には，そのブロック全てが 1 日のうちに数回取り外され，ケーソンは 24 時間で 3

～4 インチ（7.5～10cm）の割合で容易に沈んでいった」と書いている。 

 

しかしながら， 初は全くその通りには進まなかった。7 月中と 8 月初旬，降下速度は 1 週間

で 6 インチ（15cm）未満であった。そして降下速度が減少した代わりに，予想していたように，

転石がさらに豊富に出てくるようになった。ローブリングが取締役会に報告した進捗率は，絶望

的なものであった。この割合では，まさに 1 基のケーソンを沈めるために 2 年近くかかると想定

された。 

 

作業室の中の転石は，まだましな方であった。それらは，ウォーターシャフトで引き揚げる前

に処理可能な大きさに砕く必要があり，決して楽な作業ではなかったが，少なくとも比較的適当

な状況の下で処理することができた。しかしながら，沓の下側や枠組の下側で見つかった転石は，

どれもが一大事であった。例えば，沓の下側からの転石の除去は，以下のように行われた。 

 

転石が内在する地盤は，作業と同じくらいの速さで掘削した部分に水が浸み出してくる状況で

で，転石はツルハシとショベルを使って掘り出す必要があった。その後，水中で転石に手作業で

穴を開け，吊楔が差し込まれた。その吊楔は，ある種の吊上げ治具を取付けることができる鉄製

アイボルトにぴったり適合するものであった。 初の頃には，2 台の滑車装置を用いて 30～40 人

の作業班がロープを強く引き，他の人々がウィンチとバールで猛然と作業して，引き出そうと試

みた。だが転石がびくともしない場合が頻繁に発生した。そのためローブリングは，供給シャフ

トを通して水圧ジャッキを搬入した。これらのジャッキは，昇降機能の代わりに牽引機能を持た

せるように設計されたもので，2～3 トンの牽引能力を有していた。そのようなジャッキの水圧室

は，ピストンの下側ではなく上側にあり，ピストンロッドには昇降台の替わりに端部に大きなフ

ックを備えていた。このフックを転石の鉄製アイボルトに装着する一方で，ジャッキの反対側を

も近いしっかりした木材あるいは可能であれば天井に，しっかりと鎖で連結した。そしてジャ

ッキポンプを動かすと，ローブリングが言ったように，それがたいへん有効な装置であることが

判明した。巨大な瞬間応力が作用し，転石がそれに抵抗できずケーソンの中に滑り込んで来て，

その場所で破砕された。 

 

転石がケーソンの外側に数フィートも出ていると思われる場合，内側に引き込む作業は行われ
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なかった。むしろ，転石のケーソン内側の部分を，ケーソン切刃の障害にならないように完全に

取り除けるまで，ゆっくりと砕かれた。 

 

しかし，どちらの方法で処理するにしても，沓の下側の数個のかなり大きい転石は，3～4 日間

ほどあらゆる作業を遅らせてしまった。そのような遅れは腹立たしいことであり，時が経つにつ

れて，そのような状況がますます多くなった。そして，器材が壊れ始め，ウォーターシャフトが

想定したほどに機能しなかった。大きいクラムシェル・バケット，7 インチの爪を装備したバケ

ットは，素晴らしくみえる機械であった。通常の状況の下では，バケット 1 台で，日あたり千ヤ

ード（300m）以上を浚渫することができた。これは，少なくとも理論的には，その機材を利用す

れば，主塔基礎部分の撤去すべき土砂全量を約 1 ヶ月間で引き揚げられる計算であった。だがバ

ケットが壊れ続け，ウォーターシャフトの 下端の下側が詰まったりしていた。実際には，その

作業には 5 ヶ月を要した。ローブリングが書いているように，この期間は，絶えず苦労と心配を

重ね，ひっきりなしに故障・補修を繰り返し，可能な場合は必ず改善するという絶え間ない研究

の 5 ヵ月間であった。すくい上げる効果のあるバケットの爪は，岩石を掴むため１日持ちこたえ

ることがなかった。2 台のバケットを常に使用させるために，3 台が修理中であった。ローブリン

グは「実際に一度は，そのバケットを海中に放り投げたくなった時があった・・・」と述べてい

る。 

 

初期段階での 大の誤算は，バケットが当初想定したようにウォーターシャフト下端のシャフ

ト用の穴（溜水地）さえ掘削できないことであった。ローブリングが言ったように，大抵の場合

バケットは，水溜りの中の土砂を動かしておくために 1 組の作業員が溜水地を常にかき回し続け

ない限り，穴に投棄される材料さえ咥え込むことができなかった。しかし，それでも，溜水地の

底には一杯に詰まり，繰り返し，手作業で掘り出す必要があった。 

 

掘削された土砂は，石と粘土が固まり，実際に数時間で溜水地が埋まってしまうような驚くべ

き性質であった。そのため，溜水地には，一度に全て石だけを投入し，その後に粘土を単独で投

入する必要があった。使用したバケットの種類は，それが掴むことができる石であればどのよう

な石でも引き揚げることができた。だが，そのような石やかなりの量の割れた転石は，バケット

がうまく掴めるように溜水地にちゃんと置く必要があり，一度に 1 個の石を排出できるだけであ

った。変な置き方をされた石がシャフトの下側に噛んでしまう状況は頻繁に発生し，そのような

時はいつでも，どうしたらよいかを確認するために，誰かがその下にもぐりこむ必要があった。

ローブリングは「肺が圧縮空気で満たされている時，人間は 3～4 分ほど水中に潜っていることが

できる」と書いている。どうやら，彼は個人的な体験からこのことを理解していたようである。 

 

ケーソンの他の区域から貯留池に運搬して投入するあらゆる土砂は，言ってみれば浚渫処理用

にちゃんと準備することができたが，ウォーターシャフトの貯留池内部にトラブルが頻繁に発生

した時や，貯留池が一杯になってしまった時には，1～2 日間をかけて，シャフト天端を鉄製の蓋

で密封し，圧縮空気で水を強制的に排出して貯留池を無水状態にし，手作業で貯留池を 6～8 フィ

ート（1.8～2.4m）の深さまで掘削した。そして，この作業状況が続く（平均して 2 日程度）間ず
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っと，他のシャフトで全ての浚渫土砂を引き揚げる必要があった。実際に，貯留池をこのような

方法でまさに片づける必要がある時が結構多く，またバケットを修理する時も多かったことから，

ウォーターシャフトは，ほとんどの場合 1 台だけが稼働しているような状況であった。 

 

さらに作業を 1～2 日間休んで，ケーソンの沈降が停止したときはいつでも，その直後のケーソ

ンの沈降の動きは全く不規則で，不意に発生し，予測することもできず，沈降開始は制御不能な

状況であった。これはケーソンの周辺の地層が締まることが原因であり，ゆっくり打ち込まれる

杭の周辺で生じるものと同じであると，コリングウッドは説明していた。「こうした時に，ケーソ

ンの沈降を開始させることは不可能なようにみえる。また，一旦沈降が始まると，一連のブロッ

クを確実に分離させてしまうまで，ケーソンの沈降を止めることはできなかった」 

 

一度，機材の故障で数日間ケーソンの沈降が停止していた後で，再び沈降を始めさせようと，

通常の対応を全て実施したが，無駄であった。ブロック受台を緩めて沓の下の障害物を取り除く

ことで，ケーソンを保持する部分を全て外して，まさにケーソンが吊られた状態にしても，動か

なかった。作業員達は，これにどのように対処すべきか全くわからなかった。しかしながら，ケ

ーソンが沈下する際に，どれほどの周面摩擦力に対処する必要があるかを，技術者達に概略計算

する機会を与えたという点で，その出来事は本当に重要であった。コリングウッドはそれを計算

して，後に土木学会の会議で報告している。それによると，その時点で潜函内の平均気圧は 1 平

方インチあたり 17 ポンド（1.2kgf/cm2）であり，圧縮空気だけによる上揚力は 20,400 トンであっ

た。柱と枠組の支持面では約 625 トンを支持し，ケーソンの外側縁ではおそらくそれと同程度を

支持すると推定され，合計上揚力はおよそ 21,650 トン近くとなった。一方，ケーソンの総重量は，

その時点で，天端の石積部分を含んで，27,500 トンと評価された。したがって，ケーソンが動か

なかった場合，周面摩擦のみで支えられている重量は 5,850 トンであった。これは，ケーソンを

わずか 1 インチ（2.5cm）だけ沈降させる場合でも，他の全ての作業と一緒に，ケーソンの外側面

の 1 平方フィートあたり約 900 ポンド（1 平方メートルあたり 4.4 トン）の摩擦力にも対処する必

要があることを意味していた。 

 

 

 

関係者全員の身体的不快感に追い打ちをかけるようにブローアウトが続発し，その頻度はロー

ブリングが予測したよりも多かった。どちらか一方に空気が吹き出す毎に，その反動による波浪

が発生した。作業中の地面では，膝の高さになるくらいに河川水が流入し，空気圧で何とか強制

的に排出した。ブローアウトは，潮流の変化が原因であることが多かった。その変化は，初期の

段階ではケーソンの内側と外側の圧力のバランスに影響を及ぼし，ローブリングは明らかにその

ことを予測していた。だが，通過する蒸気船の航跡でさえ，ブローアウトが発生する程度の水位

変動の原因となり，この変動は突然に発生した。 

 

ケーソンを重くするために，掘削した土砂の一部をケーソン天端の石積みが行われない部分に，

積み上げた。残りの土砂は，台車に積み込んで傾斜した通路上を走行させ，河岸に停泊している
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大型の平底船まで降ろした（一旦，ケーソンの位置決めをした後で，こちら側は他と同様な仮締

め切りと桟橋で締め切り，通路と石積用台車の転回場所を設置していた）。 

 

終的には，ケーソンが河床から約 10 フィート（3m）下がった時点で，水は全く入ってこな

くなった。それは，ケーソン外側の周辺の地盤が堅く締まっていたからであった。その時点で，

転石を撤去する作業員達は，とても驚くような新しい現象に直面した。コリングウッドが書いて

いるように「大きな転石を撤去する際には，ケーソンの外側に 3～4 フィート（0.9～1.2m）の完

全な空間が作られることは珍しいことではなかった」。このようなことが発生したとき，誰か一人

がケーソンの区域を超えてその中に這って入って行き，すなわち，本人の度胸は言うまでもなく，

そのような空間の神秘的な特質を劇的に表現したこともあった。 

 

作業の進捗を高めるために，ローブリングは転石撤去作業に専任する 40 名の特別作業班を組織

した。特別班は，夜の 11 時から朝の 6 時まで正規の作業班が入ってくるまで作業を行った。やが

て誰もが，その仕事に段々と慣れてきた。ウィリアム・キングズレーの言葉によれば，ローブリ

ングは「仕事に対していつでも絶え間なく全神経」を注いでいたが，特に重要な場面では「彼の

存在と尽力は異彩」を放っていた。彼は自分の父親のように，彼のあらゆる部下に多くのことを

要求し，自分に対しては更に多くの事を要求した。 

 

何週かが経過し，付加した重量の効果があった時は，いつでも作業室の気圧のわずかな低下で

驚くべき効果が出ることに，ローブリングは気づいた。空気圧縮機を少し低速にすると，ケーソ

ンは，より確実にただちに沈降した。それが 1200 トンを負荷する簡単で容易な方法であり，必要

な時にはいつでも，必要な時間だけ利用できる方法でもあった。 

 

しかし，ケーソンが約 20 フィート（6m）の深さ，すなわちローブリングが沈めようとしてい

る深さのおよそ半分に達した時，大きな転石が大量に出現し，爆破を始める以外の選択肢は残さ

れていなかった。 

 

転石に対して火薬を使う着想は，もちろん当初から考慮されていた。その方法はあらゆる時間

や労力を明らかに節約できそうであり，ケーソン内部での状況が次第に厳しくなり絶望感を抱か

せるようになるにつれて，作業員達はある程度の危険性を含んだ方法でさえ，試してみる気持ち

になっていた。しかしローブリングは見合わせていた。そのような高気圧の状況での激烈な震動

が，作業室内のあらゆる作業員の鼓膜を破ってしまうかもしれないと，ローブリングは推測して

いたからである。爆発による煙で空気がさらに有害となり，確実にそれまでの状況より，更に不

快な状況になる可能性があった。エアロックの蓋やバルブが損傷する可能性もあった。 

 

だが，彼が も恐れていたことは，ウォーターシャフトへの影響の可能性であった。ケーソン

内の作業室とあらゆる作業員の上側にそそり立つ 2 本の巨大な水柱は，作業室の圧力だけで，そ

こでのきわどい釣合いを保っていた。安全性の余裕はちょうど 2 フィート（0.6m），各々の貯留池

の水面から各々のシャフトの 下端までの距離に相当する水頭差であった。ケーソン内部での爆
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発は、急に貯留池の水位を低下させ，下方から空気が漏れ出す可能性があったと，ローブリング

は説明している。言い換えると，ウォーターシャフトが吹き出す可能性もあった。全ての圧縮空

気が，1 回の突然の爆風の中で漏れ出し，ほぼ確実に次のような即時の影響が発生するかもしれ

なかった。つまり，作業室が瞬時に減圧されて，いわばケーソンの全重量がいっせいに降下して，

支持ブロックや枠組，切刃を壊してしまう。その衝撃は，あらゆる内部の支持部とあらゆる作業

員を押し潰してしまうほど大きいかもしれない。そして，その作用の早期に河川が流れ込み，全

員を溺れさすことになるであろう。その影響が，ケーソン天端でどのようになるかは予測困難で

あったが，シャフト内の水の爆発が，大爆発とほぼ同じ程度と仮定することは現実的であった。 

 

それでも，そのような予測がいかにハッとするような状況であったとしても，全て仮説に基づ

いた事柄であることをローブリングは認識していた。参考にすべき，過去の実績もなかった。そ

のため，彼が正しいかどうかにかかわらず，調査が必要であった。運が良ければ彼の考えが間違

っているかもしれなかった。彼は調査することにした。 

 

ケーソンのいろいろな場所で，彼は更に多量の弾薬を詰めて，回転弾倉拳銃を連続して発射す

ることから始めた。この試射で，本当に安全で有害反応が発生しないことが明らかになった時点

で，少量の爆破用火薬を，導火線を利用して爆発させた。そして爆破力が，作業に必要となる状

態となるまで，徐々に火薬の量を増やしていった。その震動で特に誰も困ることはなく，エアロ

ックやウォーターシャフトに，なんら目立った影響を及ぼすこともなかった。ローブリングは「硝

煙は，明らかに邪魔であった。それが濃く立ち込めて 30 分以上も作業室に充満し，視界不良とな

ってしまった」と述べている。この結果を踏まえ，爆薬を優れたライフル用火薬に変更して，硝

煙を著しく軽減した。 

 

結果は素晴らしいものであった。作業は，少しの手間でこれまでに無いほど進行した。岩に爆

破装薬用の穴を明けるために，長い鋼製ドリルを打ち込み，装薬を中に突き固めて爆破を実施し

た7。ローブリングは「1 回の爆破作業で 20 箇所の爆薬に点火した。作業員は，飛んでくる破片が

当たらないように，隣の作業室に移動するだけであった」と報告している。硬い結晶質のトラッ

プは，硬い片麻岩や砕けやすい石英質の転石に比べ簡単に割れた。トラップは，常に 3 個の等し

い大きさの転石にきちんと割れた。ケーソンは，それまでの 1 週間に 6 インチ（15cm）ではなく，

今や 12～18 インチ（30～45cm）で沈降し始めた。 

 

ケーソンの北米松製の天井に燃え移る火に用心して，作業員は，沓の下に装填する爆薬で沓本

体を傷つけないように 善を尽くした。だがこの時点で，沓は少しくらいの損傷は，あまり問題

とならないような状況であった。被覆鉄板は曲がったり裂けたりしており，沓自体に亀裂が入っ

たり，多くの箇所でひどく押しつぶされていた。 

                                                        
7   ほぼこの時期に，ウエスト・バージニアのビッグ・ベンド・トンネルの工事中に，ジョン・ヘンリーという

黒人の鉄道員が，まさにそのような鋼製のドリルを，どんな男性よりも素早く打ち込んだと言われている。そ

のために，彼はアメリカで も偉大なバラードと呼ばれた歌の中で，不朽の名声を与えられることになる。ヘ

ンリーは，おそらく 1870 年頃に蒸気ドリルとの競争中に亡くなっている。そのような蒸気ドリルは，この橋梁

のケーソンでは使われていなかった。 
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沓の下側に残っている転石を処理する便利な方法のひとつが，向こう側までまっすぐな孔を開

け一番奥に装薬を装填して，ケーソン内側に転石をまるごと取り出すことであった。その時点で

遭遇した一部の転石には，長さ 14 フィート（4.3m），直径 5 フィート（1.5m）のような巨石もあ

った。 

 

 

 

ニューヨークとブルックリンの人々にとって，そのような全ての作業内容は，どことなく現実

離れしたことと思われていた。河床の下側に沈降して行く巨大な木製の作業室の全体の概念を，

十分に理解することは少し難しく，そこに出入りする作業員は別の人種のように思われていた。

所詮は，これら全てが全く不自然なことであった。ヘラルド誌は「これらの橋梁のケーソンのう

ちの一基は，夜から昼の間に，また昼から夜の間に，変わってゆく。そして，蒸気曳船は，その

木製小塔から赤や青い光を照らして巨大な蛍のように川のまん中を静かに進み，これらの水中の

巨大構造物を徹底的に調査し，浚渫し，溝を掘り，穴をあけて爆破を行っている・・・。地中に

潜った橋梁技術者の仕事は，永遠に進行する流れのようである。その流れは，昼間の太陽でも夜

の静かな星でも途絶えることはない。作業班が解放されて交替し，日に焼け汗をかいた作業員の

一団が，お互いに目立たない静かな決意を持ちながら，鉄製のエアロックの昇り降りを続けてい

る」と書いている。 

 

ケーソンの内部での純然たる肉体労働は，これまでと同様に激しく，作業もあらゆる点でこれ

までと同様に不安であった。また，ケーソンが更に深くなるにつれて，作業員は圧縮空気に対す

る不快感を強く感じるようになった。 

 

作業は，日曜日を除き 24 時間体制で 8 時間の 3 交替制で進められた。第 1 シフトは朝 6 時にケ

ーソンに降り，第 2 シフトが午後 3 時に，第 3 シフトの特別編成の夜間の一団は，夜 11 時に降り

ていった。ほとんどの作業員は，ケーソン内で目一杯の 8 時間を過ごし，各自の弁当箱を持って

ケーソン内に降りて行った。彼らの言い分では，そのような環境での作業は，極めて激しい食欲

をもたらし，一般的な食事は，パンとチーズあるいは牛肉の大きな厚切りをビールで流し込し込

むものであった。 

 

1 日 2 交替の作業は，それぞれ 112 名の作業員で構成し，一方夜勤では，ローブリングはおよ

そ 40 人の精選された作業員に抑えた。だから，ケーソン内部で働く全作業員は，およそ 264 名で

あった。上側のケーソン天端では，浚渫装置を操作する 2 交替と，下側から引き揚げた土砂を処

分する 2 交替があった。さらに，圧縮機と巻上げエンジンを稼働させる者，鍛冶屋，整備士，ケ

ーソン内の照明用ガスの面倒を見る作業員，大工仕事を行う約 25 人の作業員，石積み作業を行う

30 人の作業員で，地上の労働者の合計はおよそ 100 人であった。 

 

しかし，ケーソン内での仕事に 初から就いていた作業員の数は，割合的にはとても少なかっ
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た。労働時間記録簿によると，ブルックリン側ケーソンでは，工事の 初から 後までに合計 2,500

人のさまざまな人々が働いた。それゆえ，これは，作業員達が大挙してやめていたことを意味し

ており，平均で 1 週間に 100 名の割合で，他の言い方をすれば，毎週 3 人のうちの 1 人の作業員

が，この巨大な橋梁の建設にはこりごりしたと判断して，仕事をやめて再び戻ることはなかった。 

 

もちろん注目すべき例外もあった。マイク・リンチという作業員は，まさに 初のシフトでケ

ーソンに入り，そして 後にケーソンを出た作業員であった。彼は，ケーソン内で働いた 10 ヶ月

間で 1 時間の欠勤も全く無かっただけでなく，時間外労働をして，日々の割増手当も儲けていた。

ウィリアム・キングズレーは「彼は，あらゆる習慣にきっちりと節度があり，規則正しい。そし

て，圧縮空気の中での長時間勤務でも，何ら不都合は無かった」と書き残している。 

 

転職率がそれほど大きかったことは，驚くべきことではなかった。 

 

経営陣から提供された作業装備は極めて少なく，一般的なことだけであった。2 軒の未塗装の

木造小屋が作業ヤードに設置され，作業員が衣服を吊るすための釘やフックが並んでいた（ケー

ソン内部の温度は，沈降が進むほど高くなり，ほとんどの作業員がパンツと会社支給の長靴以外

なにも身に着けていなかった）。小屋の前には，温水や冷水の入った何組もの洗濯桶が置いてあっ

た。それが地上部で提供される作業装備の全てであった。 

 

ケーソン自体の中には，作業員が昼食を食べることができる数箇所の乾いた場所がたいていあ

った。また 1 枚の壁を隔てて，全世界の も驚くべきトイレとして考案されたものが立っていた。

それは，空気圧式トイレとしてローブリングの公式報告書の 1 冊に記載されており，蓋の付いた

木製の箱と木製の天盤を通過して上まで通じる大きな鉄製パイプで構成されていた。箱には半分

ほどの水が満たされており，その中身を排出するたびにバルブを開けて，ケーソン内の圧力で，

全てのものを細かい霧の形にして，上方へ瞬時に吹き飛ばすものであった。だが，この特殊な装

置は，作業がしばらく進むまでは設置されなかった。それまでは，ウォーターシャフトの下側の

貯留池や片隅の手近な場所が，同じ目的に利用されていた。ローブリングが一般的な作業要領を

説明しに来たとき，その臭いで嗅覚が麻痺してしまったと記録しており，その臭いを「作られた

空気」と呼んでいる。彼は「これは自然の思慮深い恵みである。なぜなら，ひどい臭いはケーソ

ンの中が彼らの家になっている証拠だ」と述べている。 

 

通常の労働者に対する賃金は，1 日 2 ドルであった。しかし，ケーソンが 28 フィート（8.5m）

の深さに達した後，それを改定することが決まった。悪い空気，全体的に増加した不快感，より

深くなると仕事が更に危険になっていく状況が広く知られるようになったこと，これら全てを踏

まえた賃金の値上げが必要となり，経営陣が決断した。その時点から賃金は 1 日 2.25 ドルとなっ

た。 

 

それでもなお，辞めてゆく作業員が続いたが，辞めたあらゆる人にとって，少なくとも次の仕

事に就くことが結構な心配事であった。彼等のほとんどは，どんな種類の仕事でも欲しくてたま
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らないアイルランドやドイツ，イタリア系の移民であり，彼らの多くはイーズのケーソンに入っ

ていった人々のように薄着で栄養不良であった。 

 

しかし，ケーソン病に罹るという話や心配事があっても，ケーソン内部の圧力が段々と増加す

るにつれて，その病気の恐れが大きくなることがあっても，今のところほんの数人だけが，いく

らかの悪影響を経験しただけであった。 

 

1 ポンド（0.454kgf，0.07kgf/cm2）の空気圧は，塩水の 2 フィート（60cm）高さに等しいので，

ケーソンを 2 フィート（60cm）沈下させる毎に，空気圧を 1 ポンド増加させる必要があった。エ

ンジン室の計量器は，潮流の高さと空気の圧力を示していた。それまでのブルックリン側ケーソ

ンでの 大気圧は，通常気圧を上回る 1 平方インチあたり 23 ポンド（1.62kgf/cm2）であった。す

なわち，イーズのケーソン内でジェームズ・ライリーが死亡した日の圧力に比べて 10 ポンド

（0.70kgf/cm2）ほど低かった。セントルイスでは，もう何人かが悲惨にも亡くなっていたが，ブ

ルックリンでは，軽い症状がでていただけであった。足に若干の麻痺が生じた程度であった。3

～4 人の作業員がほんの少しだけ心配であったが，今までのところ技術職員には何ら心配もなか

った。 

 

イーズと同様にローブリングも，症状が出た全員が新しく採用した作業員であることに気づい

た。彼らの不調を軽減するためにローブリングがとった対策は，彼らをすぐにケーソン外の作業

に就かせることであった。その時点で，ローブリングが直接その状況を確認し，自分が作業員と

同じように圧縮空気中で多くの時間を過ごしてきたことを踏まえ，作業時間を短くするイーズの

システムが 良の防止策であると確信し，ニューヨーク側ケーソンでは，その同じシステムを採

用すると言っていた。「実施すべきことは，その症状を励起させる原因に人体が晒される時間を減

らすことである」とローブリングは言っていた。高圧状況における酸素吸入量の増加が，何らか

の損傷をもたらすと，彼は考えていた。「作業環境がこのような異常な事態で苦労する原因は，1

分間あたりの吸入数が，無意識のうちに 30～50 パーセント減っていることにある。したがって，

圧縮空気に曝される時間を短くすることが，危険性を減らすことにつながる」と述べている。 

 

しかし作業スケジュールの変更は，ニューヨーク側の施工まで待つことになった。それは，ブ

ルックリン側ケーソンが，セントルイスで発生している状況になるほどの深度ではなかったから

である。なおセントルイスでは，イーズが特別な病院船を常備し，常勤の医者を雇って，特別食

を処方し，休息に関して厳しい規則を指導していた。この時期のイーズの作業員達は，ケーソン

内での 1 度の作業をわずか 1 時間に制限されていた。 

 

しかしそれでもなお，ブルックリン側ケーソンで働く作業員は心配していた。作業が健康にと

って危険であることは皆が感じており，これまでにないほどの著しい疲労感を，誰もが感じてい

た。コリングウッドは，一日中ずっとケーソン内部にいると疲れ果てたと感じるようになり，何

日間も体調が不調になると話していた。やがて，晩秋で気候が寒くなった頃，何十人もの作業員

がひどい風邪と気管支炎にかかり始めた。エアロック内の急激な温度低下が原因であった。作業
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員は，いつも作業が終わると，体温が高く疲れて汗をしたたらせた状況でエアロックに入り，少

なくとも華氏 80 度（27℃）から華氏 40 度（5℃）への急激な温度低下を感じていたはずである。

ローブリングは，エアロック内を下側の作業室と同程度の温度に保つように，蒸気コイルを設置

したが，それでも作業員は一旦ロックから出るときに，肌寒い外気に触れなければならなかった。 

 

また，いつでも作業中の人々の間で，苦しそうな空咳が普通にみられるようになった。ロウソ

クの煙と爆破がその原因であると言われていた。 も長い期間にわたってケーソン内で作業して

いた人々は黒っぽい唾を吐くことができ，作業が完了して数ヵ月後でも，それができたようであ

る。 

 

しかし， も皆を悩ました事といえば，頭上に載っている全ての重量と外側の河川のことであ

った。いつか遅かれ早かれ何かが間違った方向に進み，全員が鼠のように溺れるか，窒息するか，

押し潰されるかして死んでしまうのではないかという口にしづらい恐怖感であった。その後，彼

ら全員の命を預けている平衡というものが，いかに頼りないものであるかをまさに裏付けるよう

に，のちに「巨大ブローアウト」と呼ばれる現象が発生した。 

 

 

 

それは，朝の 6 時頃それも日曜日，僅かな作業員しかその周辺にいなかった時，これ以上の偶

然が起こりえないような状況で発生した。イーズの現場では一週 7 日間の作業としていたが，ロ

ーブリングの現場では安息日（通例では日曜日）を設けていたと記録されている。これは神の加

護であると言われており，ブルックリン中で感謝が捧げられ，海軍ヤードの近くのアイルランド

人居住区が特に熱烈であった。それがその週の別の日に発生したとすれば，どれほどの未亡人が

残されたかは神のみが知っていると，人々は噂していた。 

 

とても静かな早朝に，突然ものすごい轟音が発生した。実際に爆発状況を目撃した数人は，他

のどのようなものより，まるで火山のようであったと話している。それは，まるで河川が爆発し

たように，水や泥，石などの柱を 500 フィート（150m）ほど空中に放出し，周辺の区域の船舶や

波止場，住宅の上に黄色い水と泥を浴びせかけた。その柱は 1 マイル（1.6km）先からでも目撃さ

れ，その轟音は，人々が玄関から飛び出してフルトン通りを滅茶苦茶に駆け出し始めるほど，恐

ろしいものであった。近所の人々全員が逃げ回った。ローブリングはそれを殺到と説明した。「フ

ェリーの通行料収集員でさえ，現金箱を放り出してしまった」と彼は述べている。 

 

その時，ケーソン内部には誰もおらずケーソン天端に 3 名の男性だけがいた。その 1 人である

現場警備員は，ウォーターシャフトに向かって殺到して吹き付ける空気の流れが，足元を殴り倒

すほど強烈で，晴れ着を台無しにしてしまったと後で述べている。その後，彼は石が当って倒れ

てしまい，それ以上の事は何も覚えていなかった。他の男性の 1 人は河川に飛び込み，一方 3 人

目は，積まれた石炭のなかに潜り込もうと試みた。そして一瞬にして全てが終わり，全ての事が

前と同じように静かになった。両方のエアロックの扉が開いたままとなり， 初で 後のことと
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して，水中のケーソンに日光が降り注いだ。静けさが続いたが，それは短かった。数分以内に何

が起こったのかを見ようとして，フルトン通りに向かって野次馬が殺到した。 

 

作業関係者から，ローブリングとコリングウッドの他に 1～2 名が，すぐさま現場に出向いた。

彼らは，蓋の無いウォーターシャフトにホースを差し込み，エアロックを閉めて，約 1 時間でシ

ャフト水位を 31 フィート（9.4m）の高さに戻し，作業室の圧力を 15 ポンド（1.05kgf/cm2）に戻

した。損害を確認するために作業室に降りる際は，ローブリングが先導した。「ケーソンへの 初

の立ち入りは，かなり心配しながら実施した」と彼は書いている。だがローブリングが，後に取

締役会に報告したように，恐れていたような壊滅的な結果は，信じられないほど全く発生してい

なかった。 

 

発生した総沈降量は，合計で 10 インチ（25cm）であった。枠組と柱の下側の全ての

ブロックは完全に押しつぶされ，地盤は降伏して圧縮過多の状況であった。しかしなが

ら，枠組損傷はどこにも発生しておらず，曲りも発生していなかった。もちろん，ブロ

ーの鉾先は沓とケーソン側壁に向けられていた。第 2 作業室の 1 個鋭い転石が，被覆鉄

板を切り裂き，鋳造の沓を突き破って潰し，重厚なオーク材の側壁根太に 1 フィート

（30cm）の深さで食い込み，同時に 6 インチ（15cm）ほど，側壁内側に押し出していた。

数箇所で側壁が同程度の量で内側に変形していたが，外側に変形している事例はなかっ

た。気密性が全く損なわれなかったということは，奇跡的であった。 

 

ローブリングが設計したケーソンは，10 インチ（25cm）降下するような 17,675 トンの驚異的

なブローにも持ちこたえた。ちなみに，若干のボルト頭がねじ切れたことから，ローブリングは，

ケーソンの側壁の 9 段の頑丈な木製枠組は，その衝撃で 2 インチ（5cm）圧縮されたことが判明

した。しかしながら，ケーソンの天盤には，ウォーターシャフト近傍のわずかな沈み込みを除き，

損傷の兆候は認められなかった。なおウォーターシャフトの部分は，枠組からの支持材が も少

なくなっている箇所であった。 

 

若干の計算により，ローブリングは，一旦全ての沈降が停止しており，圧縮空気が再び作業室

に充填される前の状況で，ケーソンは 1 平方フィートにつき 23 トン（248tf/m2）の総重量を支持

していると結論づけた。これは驚異的な新事実であった。ローブリングがあらゆる事態を想定し

て，構造の中に組み込んだ安全の余裕度がいかに大きかったかを，この出来事は実証した。なぜ

なら，一旦橋梁が完成した時点での 大荷重は 1 平方フィートあたりたったの 5 トン（54tf/m2）

であったからである。すなわち彼は，ケーソンを必要な強度の少なくとも 4 倍で建設していたの

であった。 

 

言うまでもなく，ウォーターシャフトが噴出した原因は， も懸念される疑問点であり，その

答えを少し明らかにする。 

 

シャフト内の水柱の重量がいつも同じではなかったいうことが，問題であった。岩石と土砂の
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粒子は，ウォーターシャフトを通って引き揚げられる際に，クラムシェルのバケットから絶えず

洗い落されており，結果として細かいシルト分は浮遊していた。そして，これが 7 フィート（2.1m）

角で高さ 35 フィート（10.7m）といわれた水柱の中で，驚く程にその水柱の比重を増加させるこ

とができたようであり，現実に増加させていた。しかし，そのシャフトが何らかの理由等で使用

されていない時には，シルト分が沈殿して水の濁りが減少し，重量が減ることになる。だから，

ほとんど濁りのない水柱と，まだ使用中の水柱の重量には大きな違いがあり，2 基の水位面の高

さの違いは，両者がもちろん同じ空気圧で支えられているので，およそ 10 フィート（3m）とな

る。 

 

外側のケーソンの天端上で，シャフトの水位面のそのような相違は、その理由を理解していな

い作業中の人々にとって，不安を抱かせる眺めでもあった。2 本のシャフトの低い方が危険な水

位に近づき，今すぐにでも吹き出すかもしれないという状況になった時，即座の対応として，で

きるだけすばやく，そのシャフトに更に多くの水を注入することになっていた。 

 

これは，まさに 1 度ならず発生していたことである。当然，作業室内への影響として，1 基の

シャフトの下端の貯留池が瞬く間にあふれ出すことになる。そして，このことは，作業室の圧力

が漏れていると想定されるため，責任者が下側に出向くことになる。そして，ケーソン上部と下

部との間の直接的な連絡方法が無かったので，誰かがエアロックを通って大急ぎで昇って行き，

何が悪くなっているのかを見つけ出す必要があった。そのような状況のある時，1 基のシャフト

の水位が天端から約 12 フィートとなり，一方，水位の低いシャフトには大量の水を流し込んでい

るにもかかわらず天端から 21 フィートとなった。ケーソンの下で何が起こっているかが分かった

時点で，すぐに水の流し込みを停止し，各々のシャフトから水の試料を採取した。低い方のシャ

フトから採取した水は，1 立方フィートあたり 85 ポンド（1.36g/cm3）の比重であることが判明し

た。この比重は，もう一方のシャフトから採取した水の比重よりも 21 ポンド（0.34g/cm3）重かっ

た。 

 

ブローアウトした日曜日には，明らかにシャフト内の浮遊物が沈殿し，もはや水柱が内部の気

圧に抵抗できないような重さになっていた。通常の予防措置は，作業を行わない時や浚渫を行わ

ない期間に，そのような状況を見込んでシャフトに少量の水を注ぐ対応が行われていた。だがこ

の時には，それが行われていなかった。ローブリングは，父親にそっくりの感じで「この出来事

を事故と呼ぶのは間違っている。なぜなら 100 回に 1 回の出来事は，事故という名前に値しない。

今回のケースは，単に気の緩みによる当然の結果であり，設備が自らを守っていてくれると思う

ような過信がその原因である」と述べた。 

 

このとても有能な青年，ローブリングは，自分を守るような設備を自らが信頼することは，こ

れまでの人生で滅多になかった。彼は，子供のころから自分に教え込まれた正反対の意見を持っ

ていた。その後は，それまで以上にあらゆる詳細事項，特に安全対策について も厳格に配慮す

るよう主張し，また誰かがそのような事項を軽く取り扱うことを厳しく非難した。彼は「闘うべ

きことは，仕事の慣れから来る気の緩みである」と部下に話していた。 
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完成したイースト川橋梁が，2 つの都市を永久に，途

切れることなく結ぶ時，そこを渡る 1 日の数千の人々

は，それが一種の自然で当然の状況，例えば太陽が昇

って沈むようなものと考えるであろう。また，橋梁が

川を跨ぐまでに克服されたそれまでの苦労を，無意識

に見落としてしまうであろう。そして，建設当時の不

屈の勇気や，絶対不変の信念や，技術の勝利を確約し

た途方もない天才のことを，おそらく過小評価するで

あろう。 

トーマス・キンセラ 

（ブルックリン・イーグル新聞） 

 

1870 年 10 月，第 2 回契約はウェブ＆ベル社との間で調印された。その契約は，ニューヨーク

側ケーソンの製作に関するものであり，その年の夏に策定された計画に従うものであった。今回

のケーソンは，ブルックリン側に比べて僅かに大きく，若干の重要な修正が加えられていた。例

えば，ローブリングは，ウォーターシャフトを正方形の代わりに円形に変更することを決めてい

た。彼はエアロックの位置変更も求めた。また，ケーソン内部を防火対策のため，全面的にボイ

ラー板で被覆した。この時点で，ローブリングは，ブルックリン側ケーソンで自分が指定した予

防措置がいかに不十分であったかを，理解していた。ブルックリン側ケーソンの 2 倍の深さまで

沈める必要のあるケーソンに関して，火災が発生するようなあらゆる懸念を排除したいと考えて

いた。 

 

11 月，ニューヨーク側ケーソンの実際の製作作業は，川の対岸のウェブ＆ベル社の造船所で始

まり，一方ブルックリン側ケーソンは，着実に沈下が続いていた。その時点で，工事はとても順

調に進んでいた。その月の中旬，ハーパー・ウィークリー誌は 2 ページを使って，ニューヨーク

のダウンタウンとブルックリンの壮大な眺望を掲載した。それは（前例のない版画作品で）まる

で空から眺めたような風景であった。そこには，イースト川を跨ぎ，その眺めのなかのあらゆる

ものより，はるかに大きくて壮大な完成した橋梁が描かれていた。「この大胆で独特なアメリカ的

なデザインには，いまだにまったく議論の余地が無い」と編集者は書いている。その新聞社の事

務所はパール通りにあり，ニューヨーク側主塔が立つ位置に面していた。しかし，読者が簡単に

持ち運びでき保存もできる雑誌に美しく彫られた版画が掲載されたことは，たとえそのような言

葉がなくても，新聞社が事業の成功に全面的な確信を持っていることを，明らかに示唆していた。

また技術的社会に対してサイエンティフィック・アメリカン誌は，ほぼ同時期に「その工事の進

捗の速さは，現代のこのような 大規模の土木工事の偉業を実施できる十分な能力のある人物に

よって，実施されている証拠である」と発表した。この記事は，ブルックリン橋に関して，これ

まで若干の疑いを持っていたことを，含んでいるように思われた。 
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図-10.1 ブルックリン側ケーソンの構造 

出典：Rensselaer Polytechnic Institute Archives 
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1870 年 11 月末までには，ブルックリン側ケーソン（図-10.1）はほぼ 43 フィート（13.1m）の

深さ，すなわち所要の位置の直前にまで達した。残り 2 フィート（0.6m）は 10 日もかからずに到

達するであろうと，ローブリングは関係者に話していた。製図室では煉瓦製支柱の計画が進めら

れていた。その支柱は 10 フィート（3m）角で，ケーソン内部の至るところに設置することをロ

ーブリングが決めていたものであった。ケーソンが静止状態となり広大なケーソン作業室にコン

クリートを充填する間，ケーソン天端の載荷荷重をしっかりと確実に支持するためのものであっ

た。注文した 25 万個の煉瓦は，すでに搬入されていた。 

 

この 初の重大な段階の終わりにまさに近づいた時，12 月 2 日金曜日の朝，ほとんどの人々が

仕事に向かう時間に，ケーソンが燃えているというニュースがブルックリン中に広まった。 

 

 

 

火事は前夜の 9時 30分頃に発見されていた。火事は，誰もが認識できるようになる数時間前に，

第 1 と第 2 作業室の間の隔壁と天盤との連結部の継目で，発生していた。それ以外の天盤のあら

ゆる継目はずっと以前にセメントで目地塗をされていたが，ここの一箇所はなぜか見落とされて

いた。そしてケーソン製作時に挿入された非常に燃えやすいコーキング用の槙肌が，露出したま

まになっていた。第 2 作業室の火事が発見された場所の真下で，マクドナルドという作業員が，

頭の高さ程のところに木箱を釘で固定し，その中にどうやら自分の弁当箱を保存していたようで

ある。そして 3 時の勤務交替時に箱の中を見るために，ちょうど槙肌が燃え出すくらいに，ロウ

ソクを継目に向けていたようである。 

 

ケーソン内部での火事は，これまでも 4～5 回，作業員達が圧縮空気の中で働くことにまだ慣れ
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ていなかった夏頃に発生したことがあった。だが，それらの初期の火事はいずれも，大事には至

らなかった。それらの火事は消防署の応援なしで，作業員自らがすぐに消火しており，そのよう

なことがこれまでに発生したことは，誰もが知っていた。その時は，まだ作業室内の気圧が比較

的低く，消火に利用できる多くの河川水がまだ作業室内に残っていた。だが，そのような酸素が

充填された環境における細心の注意を払う必要性を，かなり明確に実証した出来事であった。そ

して，ケーソンが河川に対して密閉されるような深さに達した時，同様な状況の発生が推測され

るのであれば，特に注意する必要があった。ローブリングはそのような危険性を回避しようとし

た。この時以降，彼は蒸気パイプを導入した。それは，消火器と同様なもので，65 ポンド（4.6kgf/cm2）

の圧力で径 1.5 インチの放流が可能な 2 本 1 組のホースで構成されるものであった。また，すべ

ての灯具の点検に専任する 2 人の作業員も配置していた。 

 

火事は隔壁の真上で始まったので，隔壁自体が天盤の近くに燃え広がるまで気付かれないまま

であった。しかし一旦それが発見されるや，その時点でケーソン内部にいた 80 人の作業員の間で

突然の騒がしいパニックが起きた。道具類は投げ捨てられ，一輪車の列はひっくり返され，大急

ぎで梯子の方向に向かう状況となった。しかしそのような状況は実にすばやく終了した。チャー

ルズ・ヤングという現場監督が作業員を抑制した。ケーソンから去る者は誰もいなかった。そし

て，できる限りの圧縮空気の通風を遮断するために，ヤングは数名の作業員に，火が燃えている

空洞の中に濡れた服・ボロ切れ・泥を詰め始めるように指示した。 

 

焦げて開いた空洞は，ほぼ握りこぶし 1 個分だけの大きさであったが，中の方では，およそ 7

フィート（2.1m）の長さで，幅は１フィート（0.3ｍ）ないしそれ以上のように見え，それらすべ

てがおびただしい炎であった。作業員は，その中にバケツで汲み上げた水を流し込もうとした。

それから 15～20 分後，それは蒸気に変えられた。その後，数百ポンドの圧力のある 2 本の大きい

ボンベに詰められた二酸化炭素を消火用に放出する等の消火対応が試みられた。だが，どの対応

も顕著な効果は認められなかった。蒸気や消火器が停止した瞬間に，木材が再び燃え出した。 

 

10 時頃，すなわち火事が発見されてから 30 分後，ローブリングが呼び出されてエアロックを

通って降りて来た頃にはホースを使った消火作業が行われており，すべてを消火するのに十分な

状況，すなわち，いずれにせよ誰もがそのように判断する状況であった。ローブリングがすぐに

気づいたように，依然として圧縮空気の猛烈な気流が開口部を通って勢いよく流れ込んでいた。

彼は開口部のほとんどをセメントで塞いだが，その後 2 時間，その中に着実に水を注入し続けた。

水の勢いは気流によって大いに強化された。 

 

その間に機械工長のファリントンも呼び出された。ローブリングは火災の侵入深さを調べるた

めに，彼に天盤にドリル穴を開けさせた。2 フィート（0.6m）の深さまで削孔された数箇所の穴

は，火事の徴候は認められなかった。その後，他の穴はさらに１フィート（0.3ｍ）深く削孔され，

それらにも変状は生じていなかった。しかしこの作業はとてもゆっくり行われ，全員が緊張して

息苦しかった。後でローブリングが状況を述べたように，ドリル刃先を延長するために時間を無

駄にし，気流が削孔屑をドリルで削孔された各穴に吸い込んでいった。あらゆる新しい穴が北米
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松材の中へ圧縮空気のさらなる気流を作り出してしまうという不安もあり，そのような空気の小

さな気流でさえ，木材をくすぶらせることに関しては，巨大な送風装置とほぼ同様な影響がでる

ことを彼ら全員が理解していた。 

 

彼らが鎮火しようとしていたのは，奇妙で不自然な種類の火災であった。その時点で目視でき

る火炎はなかった。また，ランプの煙や黒色火薬の爆破で既に充満しているケーソン内の高密度

の空気の中で，空洞部分が煙っているかどうかを見たり嗅いだりするのは不可能であった。どの

ような損傷が見えない所にあるか，まるで大きな重錘で木材に釘を打ち込んで行くように，圧縮

空気が頭上の 15 層の木造部にどこの深さまで火炎を押し込んで行ったか，どちらも分からなかっ

た。 

 

ローブリングは数名の厳選した作業員と無我夢中で働き，残りの作業員は通常の職務に戻した。

彼はやむを得ない状況以外で夜間作業を中止するつもりはなかった。その後の数時間のローブリ

ングの奮闘ぶりは，そこにいた人々から“ほぼ超人的”であったと語られている。 

 

ケーソン内を浸水させる問題が浮上した。ローブリングは「火を消すため，それほど極端でも

なく，より簡単な方法として非常に好ましい。だが，火が消えていないことが分かった場合，基

礎全体が破壊されるまで単なる時間の問題となってしまうように思われる」と話している。火災

が，隠れた癌のように巨大な松製天盤を侵食し，さらに木製の段積みを破壊して，その上に載っ

ている膨大な重量（その時点でローブリングの計算によると 2 万 8 千トン）が，天盤構造を突き

破ってしまうほどに弱体化させてしまうかもしれなかった。 

 

しかしながら，浸水に関する問題は，ブローアウトの問題に相当した。たとえ，圧縮空気が漏

れたと同じぐらいの素早さで圧縮空気を水に置き換えたとしても，ケーソンは，その支持機能の

相当な，おそらく不可欠の部分を失ってしまうであろう。工事の初期の頃に発生した 1 件の火災

では，河川側へ空気が放出されるように沓の下端に気流が集中する状況となり，火事が消えるま

で圧力は均等に保持されていた。さらに，その当時の載荷荷重は，今回に比べてまったく軽いも

のであった。しかも今回は，水を上側からウォーターシャフトを通して流し込む必要があった。

供給が十分できないかもしれず，高い確率で供給が変動するはずであり，そうなると水が天盤に

達する前に空気が抜けてしまう恐れがあった。そうなった場合，もちろん，ケーソンとそれが支

持するすべてのものが突然沈下し，その衝撃は，おそらく全ての支持材を完全に破壊するはずで

あった。 

 

問題を複雑にしたのは，1 基のウォーターシャフトが，まさにその時期にいくつかの転石の上

に載っていたことであった。転石は 初表面が覆われており水を抜いて，作業班がその夜に転石

を掘り出そうと忙しくしていた。しかしケーソンを直ちに浸水させて，その結果突然沈んだ場合，

僅か１フィート（0.3m）かそこらでも，ウォーターシャフトは，正常な状態から永久的に捩じ曲

げられるような力を受けて，転石を破壊することになるであろう。おそらく，これによってケー

ソンは空気が漏れ出すほどひどく損傷し，二度と空気を充填できなくなるであろう。 
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3 日目の朝方，焦げた継目から初めて水がしたたり始めた。このことは圧縮空気が水をできる

限りの上側の隙間に送り込み，その時点で木材が 15 フィート（4.5m）上側まで完全に飽和し，火

事がついに消えたことを示唆していた。 

 

ローブリングは，かろうじて立っていることができるくらい疲れ切っていた。彼は，前日のほ

とんどをケーソン内で過ごし，夕方に完全に疲れ切って自宅に戻った。ケーソン内の空気も大い

に彼を痛めつけた。作業員達は直ちに彼に外に出るように勧めた。そして朝の 5 時頃，火事が消

えたと判断した時，彼はほぼ全身が虚脱したような状況となった。彼の状況がどうであったかに

ついての説明は正確に述べることはできないが，ただ彼は，エアロックを通って担ぎ出される必

要があったようである。 

 

明らかに 初は，冷たい夜風が彼を少し回復させたが，その後突然，彼は麻痺が始まったこと

を感じた。ほんの数分で立って歩くことができなくなった。すぐ近くにいた現場監督のチャール

ズ・ヤングも，ほぼ同時期にロックを通って担ぎ出され，同じく悪い状態にあった。 

 

ちょうど夜が明けたので，ローブリングは馬車で直接家まで搬送された。その後 3 時間，彼は

塩とウィスキーの溶液を全身に力強く擦り込まれた。それは，彼らが信じていた血行を元に戻す

良の方法であった。彼にはずっと意識があり，明らかに痛みはなかった。しばらくすると少し

介助すれば，彼は起きあがって歩き回ることができたが，とても弱っていた。 

 

およそ 8 時頃，一人の男性が玄関に連絡を伝えに来た。ケーソン天盤の深い部分で，火災が再

び発見された。ローブリングは服を着て，すぐにケーソンへ引き返した。 

 

今回，彼はケーソン内に数分間降りただけであった。大工が頭上の木材に 4 フィート（1.2m）

の穴を開け，松材段積みの４段目全体に多くの未消火の炭化した箇所を発見していた。ケーソン

を浸水させるしかない，ローブリングが言った。それは 後の望みをかけた決定であり，なんの

躊躇もなく即座に決定した。 

 

彼がいない間に，ウォーターシャフトの下側の転石に取り組んでいた作業員達は，それらを取

り除くことに成功しており，それで少なくとも彼の心配事の一つがなくなった。彼は全員にケー

ソンの外に出て行くように命じた。警報が作業ヤードに鳴り響き，ローブリングがエアロックか

ら上がってきたわずか数分後に，消防車がカンカンと鐘を鳴らして，ブルックリンを通り抜けて

川岸に向かって進み，それを追っかけるように数百人の人々が押し寄せた。 

 

時間はちょうど 9 時頃であった。噂は至る所にあった。人々は，ものすごい爆発が川底で発生

し，ケーソンがバラバラとなり，作業員の半分が死亡し，残りはいまだ底に閉じ込められている

と噂していた。フルトン通りやウォーター通り，ドック通りに沿ったフェリー停泊地には，騒が

しい群衆が集まっており，誰もが何が起きたのかを調べようとしていたが，何も見つけることは



第 10 章 火災 
 

 
 - 212 -

できなかった。 高の眺めはいつものようにフェリーからの眺めであった。だが，何百人もの人々

は橋梁の施工ヤードの中まで，まっすぐに苦労してやって来た。その中には消防士の一群が混じ

っており，彼らはブルックリン中の消防車を 1 台残らず集めたような場所から，ホースを巻き出

していた。川側では，ニューヨーク消防艇 1 隻と曳船 2 隻がケーソンの舷側に係留されるところ

であった。 

 

後日，イーグル新聞は「群衆は散らばったり集まったりしながら，おそろしい破壊状況を見つ

けようと，こちらを見たり，あちらの下の方をのぞき込んだりしていたが，一般大衆の目には火

災は見えなかった」とその日の状況を報じている。 

 

作業員達，液体状の粘土の跳ね返りの泥で汚れ，破裂しそうなホースの水流で濡れな

がら，あらゆる障害物を難しい方法で克服してきた彼らは，ウォーターシャフトに近づ

ける高さの場所に登って，シャフトを満たそうとしている泥水の柱の濁った表面を見お

ろすだけであった。エアロックの周りの足場に昇っていた他の作業員達は，巨大なゴム

管が差し込まれようとするエアロックの中から出たり入ったりして，困難な状況での情

報を求めて，彼らができる範囲まで降りて行った。 

 

朝が明ける前に，ブルックリンの人々全員が川岸に降りてきたように思われた。群衆を制止す

るために警察の二重規制が必要だった。イーグル新聞は「誰もがそこにいた。かなり活発な推測

が始まっていた。あらゆる職業の人々，上院議員や商人，労働者などが周辺を歩き回っていた。

多くの人々とって全てが謎であった」と書いている。 

 

実は，誰もが忘れることができないほど，ものすごい火災であった。火炎がなく，燃焼が見え

るわけでもなく，煙さえもなかった。ある意味で，その状況は以下に示すような鉱山災害に似通

っていた。それは，災害のすべてが下方で隠れており，不可解で手の届かない所にあり，ここ以

外では人的被害の苦悩もなく，状況が深刻であるという兆候さえ全く無いという点である。噂と

消防や警察の職員の気がかりな活動がなければ，ケーソンの下側でなにか異常な事故があったと

いうことを，誰も知ることはなかったであろう。さらに火災が発生したという認識は，そのまま

信じるしかなかった。 

 

午前中で実際に一番興奮したのは，ホースからの放水であった。それは壮観な水煙の柱を噴出

し「日光は，放流からの霧と水しぶきの上に反射したかすかな虹を，その水柱の上に美しくはっ

きりした虹として映し出す役割を演じた」とイーグル新聞は書いている。 

 

10 時迄に，合計 38 本の水流でウォーターシャフトへの注入ができるようになった。消防艇か

ら 8 本，曳船から 5 本，残りは消防車からであり，消防車にはニューヨークからフェリーで運ば

れた 2～3 台も含まれていた。曳船 1 隻で 1 分間に 8 千ガロン（30.3m3）をポンプで汲み上げてい

た。ケーソン内部では全体に渡って，1 時間で約 18 インチ（45cm）の水位が上昇すると想定され

ていた。しかし，この調子でさえ，作業室を上端まで浸水させるのに少なくとも 5 時間程かかる
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はずであった。火災はすべて天盤の中で発生していたので，水の効果が出るまではとても長かっ

た。したがって，火災は圧縮空気によって勢いが増し，少なくとも午後 3 時までは阻止するもの

が何もない状況で，木製構造を侵食してゆくはずであった。そのことが，ケーソンの特徴を熟知

している人々の表情を不安にさせる要因であった。 

 

この同じ新聞記者は，すべての人々中で も背が高く目立っていたウィリアム・キングズレー

を選び出し「彼は穏やかで沈着冷静のように見え，十分に平静さを保っていたが，彼との数少な

い会話では，明らかに作業のことを心配していた」と書いている。コリングウッドは，その前日

からケーソンの中には入っていなかったが，彼も取材を受けて，ケーソンを浸水させることによ

る重大な危険性について話している。ローブリングは，午前中ずっとその近くに残っており，彼

は，すべての事が満足した状態になると思うが，当然工事は現時点で若干遅れることになるだろ

うと，それだけを話したようである。 

 

3 時半までに，ケーソンは水で完全に一杯となった。支持力が突然の消失することもなく，圧

縮空気は水に置換された。必要とされた総水量は 135 万ガロン（5,110m3）であり，その量は，当

時の戦艦１隻の排水量とまではいかなかったが，それにかなり近いものであった。 

 

この作業中ずっと，圧力計に対して慎重な監視が続けられていた。空気の漏れが速すぎると思

われる時には，コンプレッサーが再稼働した。水位が天盤から 2 フィート（0.6m）以内になった

時，空気放出用の弁が閉じられて，残った空気は，漏出部と２本の細いパイプを通って，ゆっく

りと抜けて行った。この段階のある時点で，気圧はどういうわけか 19 ポンド（1.34kgf/cm2）から

突然 10 ポンド（0.70kgf/cm2）に下がった。 

 

ケーソンを浸水させた後，シャフトの水位は，潮位から 10 フィート（3m）高さに保持され，

ごく少しの給水で保持することができた。このことは，ケーソンが河川水面から 40 フィート（12m）

程度の良好な防水性能の有していることを示していた。 

 

それでも，先行きは，はっきりしていなかった。その夜，ジョージ・テンプルトン・ストロン

グという当時の有名な日記作家は「イースト川橋梁のケーソンは，昨日の火災によってひどく損

傷した。現在生きている人々がその橋を渡るような状況は，私には想像もつかない」と記録して

いる。 

 

 

 

ケーソンはその後 2 日間，浸水させたままであった。その間に，ブルックリンの消防署長によ

る調査が行われた。ニューヨークのいくつかの新聞の社説面では，事故を発生させた現場の管理

方法について疑問を投げかけていた。ヘラルド新聞は，発生した損害が 25 万ドルになると報じた。

なんとワールド新聞は，火災が妨害活動行為であり，直接的あるいは間接的にフェリー会社に関

係する誰かが行ったことであると暗示した。イーグル新聞はそのような憶測を嘲笑して，仕事を
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継続していかねばならない作業員達の士気に，全ての出来事がどのような影響を及ぼすかを気に

していた。しかし，土曜日の消防署長の事情聴取の後，誰もがかなり落ち着いてきており，まる

で何でもなかったように，とてもうまく締めくくられた。コリングウッドとファリントンの両者

が，損害は 500 ドル以上とならないと考えていると述べた。コリングウッドは，作業がせいぜい

2 日間遅れた程度と考えていた。C・C・マーティンは「火災による被害部は，梁の間の狭い箇所

が燃えたものであり，大量の木製部分のおそらくほんの小さな部分であり，構造物の安定性に対

してはまったく影響を及ぼすことはない」と述べている。 

 

また，現場監督補佐の 1 人から，マクドナルドという名前の作業員，おそらく火災の原因とな

った作業員はそれ以後に見かけることもなく，連絡もないということが報告された。 

 

ローブリングは，その日の朝早くに単独で証言している。彼は若干の麻痺がまだ残っていると

述べている。彼も損害は軽微であったと考えており，ケーソンは浸水中で僅か 2 インチ（5cm）

沈下しただけであったと報告し，それは，日々の平均的沈下量よりも小さいと述べた。このよう

な高度で不安定な操作がとても首尾よく実施され，木造部が乾燥しすぎていたので，長い目で見

れば，おそらくケーソンにとってたいへん有益とさえなったということに，彼はまったく疑う余

地を持っていなかった。 

 

月曜日の朝，ケーソン内部の気圧は元に戻され，内部の水はおよそ 6 時間かけて排出された。

すべての水は，ウォーターシャフトの天端を通して排出された。ローブリングと数人がケーソン

内部に降り立ったとき，数箇所のブロックが押しつぶされ数本の柱が投げ出されていた以外，す

べてのものは良い状態のように思われた。構造体そのものは，木材が膨張したことにより，以前

より，密着して締まったように見えた。 

 

消防署長は，少し後に C・C・マーティンに案内されてケーソンに入り，ローブリングと他の作

業員を観察し，状況をじっくり確認して報告している。そして，事実を知らされなければ，まっ

たく火事が発生したことは分からないであろうと述べている。彼は，小さな 1 カ所の開口部を除

きケーソン下部で火事の兆候は全く認められなかったと述べ，被害が非常に軽微であったことを

認めた。 

 

 

 

作業は，すぐに再開された。その時点までに 1/3 が施工済であった煉瓦製支柱は，その後 2 週

間で施工が完了し，ケーソンは支柱の上に載るように 終の 2 フィート（0.6m）の降下が行われ

た。 

 

クリスマスの前日に，作業室へのコンクリート充填作業が始まった。時間を節約し必要なコン

クリート量の 1/3 を減らすために，ケーソンの沓はケーソンの平均底面より地中に 3 フィート

（0.9m）深く沈めることが認められた。それは，ケーソン内の頭上空間を 9.5 フィート（2.9m）
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図-10.2 ローゼンデールセメント 

出典：company letterhead 1873 

から 6.5 フィート（2.0m）まで低くすることを意味していた。 

 

コンクリートは，ローゼンデールセメント（図-10.21）

1，砂 2，ロングアイランド浜辺からの砂利 4 の割合で配

合された。なお，ロングアイランドの浜辺の砂利は，波

ですっかりきれいに洗われていた。その時期，ケーソン

の外側の気候はかなり寒い状況に変わっており，コンク

リートはケーソンの作業室で練り混ぜる必要があった。

そのため支柱に使用した煉瓦と同様に，セメントと砂，

砂利は，すべて供給シャフトを通して下側に降ろされた。

そして数週間，供給シャフトはまったく問題がなく，機

能していた。 

 

そのシャフトは，鉄製管で長さが 45 フィート（13.7m）で，直径が 21 インチ（53cm）で，上

下端に，蓋がついていた。上端の蓋を開けた時は，下端の蓋はケーソンの圧力で閉じた状態とな

り，レバーで動かす 2 箇所の鉄製クランプで固定された。下側で必要なあらゆる材料は単にシャ

フトに投げ下ろされた後に，下向きではなく上向きに閉まる構造の上端の蓋が引いて閉められる。

続いて，圧縮空気が下方からシャフトの中に流れ込み，上端の蓋はさらに硬く締め付けられる。

シャフトに圧縮空気が充填されたら，すぐに下端の蓋の取手を動かすと蓋が開いた状態となり，

シャフト内の材料がケーソンの作業室に落下する。その材料供給システムは，その責任者が頭を

働かせて利用する限り，素早く単純でまったく安全なものであった。 

 

しかし再び，何かが間違った方向に進み出したのは，火災のわずか 2 週間後であった。時々，

多数の煉瓦が供給シャフトの中で詰まることがあり，詰りを解消する通常の方法は，ロープにつ

けた錘を下に落とすことであった。しかし，この時には，上側の作業員は通常の方法の代わりに

2 番目の荷物を投げ落とすことにして，上側の蓋を閉めるのを忘れたままで，下側の作業員に対

して下側の蓋を開けるように，合図を送った。2 番目の荷物は， 初の荷物の詰りを取り除き両

方の荷物が一緒になって，ケーソン内部からの蓋に作用する圧力よりも大きな力となって，下側

の蓋の上に載った。そして，下側の蓋の取っ手が上側から合図で開けられたので，下側の蓋が開

いた状態となった。 

 

すぐにケーソンから巨大で耳をつんざくような空気排出による爆発が発生した。まるで大砲か

らのように，シャフトから石と砂利が飛び出してきた。天端にいた作業員は，覆いの下に飛び込

んだり，一目散に逃げ出したりした。彼らのなかの誰かが，ほんの少しだけでも平静であれば，

すぐにシャフトを閉じることができたはずであった。上側の蓋に繋がっているロープをまさに手

を伸ばして引っ張るだけで，とても簡単にすべてのものを，しっかりと閉じ込めることができた

はずであった。まったく，苦労することは無かったはずである。下側からの空気の爆発で，蓋が

音を立てて閉められたはずであった。しかし誰もそうしなかった。 

                                                        
1 https://en.wikipedia.org/wiki/File:NYRCC_Seal.jpg （参照 2016-4-14） 



第 10 章 火災 
 

 
 - 216 -

 

ローブリングは，その時にケーソン内部に閉じ込められたうちの 1 人であった。彼は次のよう

に述べている。人の声が聞こえなくなる程の耳をつんざくような爆音であった。水がウォーター

シャフトから流れ込んで来た。明りは消えた。空気は濃厚で見通せない霧でいっぱいであった。

作業員達は，至る所で次々とよろよろ歩き，びっくり仰天して走りだし，支柱にぶつかり，つま

ずき，真っ暗の中で姿が見えなくなり，誰もがどっちへ進んでいるのかわからなくなってしまっ

た。 

 

瞬く間に，水が膝までつかるようになってきた。河川が流れ込んできたと，彼ら全員が考えた。 

 

ローブリングは「その時点で，私はケーソンの奥の方にいて，何が起こっているのかを認識す

るまでに 30 秒ほどかかった。そして供給シャフトに向かって手探りして進んだ。その供給シャフ

トは空気が漏れ出している場所であった。ここでは数人の救援者と一緒になって，シャフトに下

にある砂利や大きな石の堆積物を取り除いた。その堆積物は，下側の蓋が閉じようとするのを邪

魔していた」と記録している。彼らが蓋の周りを片づけるのに，2～3 分かかった。そして彼らが

その蓋を閉じることで，すべてが収束した。15 分後に，気圧が元に戻った。 

 

ローブリングは，ものすごい悪夢のような状況の下で，他の誰も経験したことがないような時

でも冷静さを保った。彼は瞬時に状況を分析して，それを停止させるために迅速に行動した。そ

の対処は，多くの人々の目には，彼が南北戦争の戦場で行ったことと同じほど賞賛に値する冷静

な指揮の実証として，映った。 

 

その後，取締役宛ての正式な報告書で，彼は次のように記載している。 

 

もし空気が漏れたのと同じくらいの速さで水がケーソンに入って来たら，結果はどう

なっていたのかという質問は，出てきて当然である。今回の経験で，混乱や暗闇や他の

障害が，大部分の作業員がエアロックを利用して脱出するのを，完全に妨げてしまうと

いうことが判明した。現時点でそのような状況が発生するのは，供給シャフトが作業室

の中に天盤から２フィート（0.6m）下側に突出するよう計画されているからである。し

たがって直ちに，水位が上昇したら即座にシャフトの下端に水がつかるように，シャフ

トの高さを修正して，空気の更なる漏れを阻止することとする。床面から 2 フィート残

しまで延長し，作業員が生きるために十分な呼吸空間を確保する。たとえ，水が押し寄

せてこの空間が１フィート減ったとしても，十分な平静さを保持した全員を助けるには

十分な空間が残っている。 

 

供給シャフトの稼働が止まる前に，彼がこのことを理解していたかどうかは分かっていない。 
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さらにまた “巨大ブローアウト”の後のように，この出来事は，突然の重量の衝撃が，種々の

内部の支持構造，特に新規の煉瓦製支柱にどのような影響をもたらすかを確認するための，ひと

つの試験となった。ローブリング達が供給シャフトの蓋を閉めた時点で，作業室の気圧は 17 ポン

ド（1.2kgf/cm2）から 4 ポンド（0.28kgf/cm2）に落ちていた。したがって彼は，数分間で支柱の上

の重量が 1 平方フィートあたり 12 トン（12.9kgf/cm2）になったと判断した。しかし，それらの支

柱には過負荷の兆候は見られず，そのことは，設計された荷重が載った状態での支柱の支持能力

を もはっきりと実証したものであり，ローブリングによる支柱の設置が正しかったことの確か

な証明でもあった。さらに重要なことは，支柱の下側の地盤，橋梁を支持する地盤も，この同じ

ようなものすごい圧力に耐えたことであった。 

 

しかし，ローブリングには，物事をうまく処理した方法を自慢しているような時間はまったく

なかった。基礎天端での石積作業は，天候の関係で中断していた。11 段の石積は，木製仮締切り

の中で進められており，石積工事の天端は，満潮時の河川水位とほぼ同じとなっていた。しかし，

排出土砂の荷車を取り扱う人々がまだ周辺におり，さらに，あちこちの設備の一部を担当する多

くの人々もいた。彼らは，ケーソンの中から排気される気泡から出ていると思われる松脂の強い

匂いに気づき始めていた。泡状で赤褐色の木酢液の大量の沈殿物，すなわち，作業員達が“木酢”

と呼んだ沈殿物も発見され，ローブリングが言ったように，木の蒸留作用が進行していることを

示していた。 

 

ローブリングがとても気に障る疑惑と名付けたことが進行しており，彼はファリントンに密か

に再び天盤に穴を開け始めるよう指示した。およそ 200 箇所の削孔が行われ，火事による内部の

損傷がいかに広範囲であったかを誰もが納得させられた。 

 

そのほとんどは，予想したように木枠積みの 3 段目と 4 段目に限定されているように見えた。

だが誰も想像していなかったことだが，火災はあらゆる方向で横に拡がっており，一部では 50 フ

ィート（15ｍ）程度まで拡がり，以前に誰もが判断した範囲に比べて 5 倍ほど遠くまで拡がって

いた。同時に当惑したことは，圧縮空気があらゆる削孔部から集中的に出てくることを発見した

ことである。それは，修理を行うために天盤に切り込みを入れる試みが，結果的に圧力の巨大な

漏出を招くことを，意味していた。 

 

しかしローブリングは，空気室が隅々までコンクリートで充填されれば，その時点で，圧力は

損傷を生じさせることなく，完全に抜けてしまうであろうと判断した。言い換えれば，彼は，煉

瓦製の支柱であらゆるものを十分に支持できると判断していた。そして，気圧の保持がもはや重

要な事項でなくなれば，頭上に必要な大きさの穴を開けて，損傷した領域を適切に観察すること

ができるはずであった。 

 

それでも，彼は「気圧がまだあるうちに，時間を引き延ばして，同時にできる限りのことを実

施することは，・・・たいへん望ましいことであった」と書いている。それゆえ，削孔部を塞ぎ，

同時に天井部に残っているすべてのハチ巣状に焦げた松材部分を補修する必要があった。 
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それに基づいて，200 か所全ての削孔部にセメントグラウトが注入された。それは簡単な仕事

ではなく，かなり長い時間がかかった。ローブリングは，1/4 インチ（6mm）のパイプを取り付け

たシリンダーとピストンを利用した。シリンダーに液状セメントを充填し削孔部の下側に設置し，

パイプを挿入して，ねじジャッキで上側の穴にセメントを押し出して注入した。その注入方法は

ほとんどの場所で良好に機能した。セメントは木材の中に少なくとも 10 フィート（3m）ほど圧

入され，ある程度遠くまで横方向に拡がっているように思われた。しかし，それが何らかの抵抗

を受けた瞬間に，すべての水を絞り出そうとしているように，もう 1 インチも圧入することが不

可能となった。それで更に細かい配合が試みられた。穴を通した圧縮空気だけによる吸入で，こ

れをパイプから吸い上げることで，木製の構造体に充分に注入できることが判明した。 

 

その作業が完了した時点で，600 立方フィート（17m3）のセメントが，ケーソン天盤に注入さ

れた。漏洩箇所が閉じられ，問題の発生した場所のたくさんの削孔部はセメントを固めて埋める

ことなく完全に塞がれた。「すでに我々は，この充填材があらゆる目的にかなうかもしれないと，

うぬぼれていた。・・・」とローブリングは書いている。 

 

しかし念のため，彼は，直径 6 フィート（1.8m）の大きな穴を，火元となった場所の上に，ま

っすぐ天盤に木製の 5 段積みを貫いて開けた。このように天盤を開けることによって，彼らは自

分たち作業が極めてうまく実施されたことを確認するとともに，それが大きな間違いであったこ

とも判明した。実際にセメントは，あらゆる隙間や割れ目に充填されていたものの，セメントの

下側のほとんどの木材が，どこも柔らかくて砕けやすい 1～3 インチ（2.5～7.5cm）厚の炭の層で

覆われていた。 

 

がっくりするような驚くべき新事実であった。それは，とても苦労して注入したセメントの小

片を残らず全て取り出す必要があり，そこにあるあらゆる炭化部を見つけて，削り落す必要があ

ることを意味していた。もはや他のいかなる選択肢もないと，ローブリングが言った。ケーソン

の天盤，その上に橋梁の主塔が建つ木製の土台は，絶対的に永久に堅固である必要があった。彼

は，それに関して危険を冒さなかったのかもしれない。そして，腐った木材で造った船を進水さ

せるような方法で，このまま進めることは，もはやできなかったかもしれない。 

 

その後に実施された膨大で念入りな修復作業は， 18 人の大工の一団による昼夜兼行の作業で，

完成まで丸 3 ヶ月を要した。誰かが言ったように，それは並外れて大きな歯科医業のようであっ

た。ローブリングが取締役会への報告書で示した“その作業は極めて不快である”という表現は，

その状況をかなり控え目に示したものであった。 

 

セメントをすべて削り出すまで，誰も火災の全体的範囲を認識することはなかった。天盤に開

けた 1 ヶ所だけでなく，5 ヶ所にゆっくりと苦労して，それぞれが 3～4 フィート（0.9～1.2m）角

で 5 フィート（1.5m）以上の深さで切り込みを入れる必要があった。 初の開口部の上側で，火

災は木材の 3 段目と 4 段目を炭化させただけでなく，4 段目と 5 段目の間のブリキ板を通過して
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燃え拡がり，5 段目も破壊して 6 段目の始まりまで達していたことが判明した。それが通過した

痕跡から判断すると，主に火災は，ゆっくりと激しく焦がしながら，四方八方に均等に拡大する

ように進んでいた。しかし，多くの場所での状況は，妙に不規則であった。それは間違いなく，

そこに空気を送り込んだ漏洩部分の数の多さに起因していた。例えば，1 本の 12 インチ（30cm）

角の木材が 30 フィート（9ｍ）焼け落ちている一方で，そのすぐ横に並べられた 1 本の木材は無

傷であったと，ローブリングは書き留めている。また，段積みがお互いに直交するように配置さ

れていたことから，火災は 1 つの木材から他の木材に移り，左右や上下に向かうというジグザグ

状に分岐した状況にあった。 

 

損傷を受けた木材は，慎重にきれいに削り取り，ギザギザの端部はすべて鑿（のみ）で四角に

整形した。燃えた木材のあらゆる下部は取り除いた。狭い場所には新しいセメントを充填し，一

方，大きく空いたすべての場所には，新しい木材を通常 8～10 フィート（2.4～3.0m）の長さで寸

法に合わせて切断し，スクリュージャッキで挿入して確実にボルト締めした。 

 

大きく開口した鉛直面の間で横方向に曲りくねって燃えた溝部の規模は，だいたい 2×3 フィー

ト（0.6～0.9m）であった。そのような溝部すべては手作業でえぐり出し，その後で同様に埋め戻

す必要があった。作業員達は，そのような炭化した脈に沿って，炭鉱夫のようにかろうじて動け

るような場所を背面や側面方向に沿って苦労して進み，石炭の替わりに炭を掘り出し，地中の替

わりに大量の木材の中に閉じ込められたような状況で作業を行った。一人の作業員が，一度に何

時間も，一箇所に閉じこもり振り向くこともできず，小さな携行灯具の灯りだけで，ロウソク煙・

セメント粉塵・粉末状の木炭を吸い込みながら作業を行った。気圧は切り込んだ開口部で大きく

低下し，換気はとんでもない状況であり，華氏 90 度（32℃）に近い温度が続いた。 

 

ローブリングは「すべての箇所を堅く充填した後で，多量の 5 本組 1 フィートボルトを下側か

ら締めこんで，古い木材と新しい木材を連結して緻密な構造にした」と記録している。また彼は，

40 枚の鉄製短冊板を下側から天盤に向かってボルト締めした。作業室内部で火災が生じた部分の

直下には，作業室の床全面に敷き詰めたコンクリートの中にトラップの巨大な四角いブロックを

組み込んだ。 

 

ついに補修が完了した時，ローブリングは，火災で損傷した木製の 初の 4 層の上側には全く

頑丈な木製の 11 層が更に存在していることを，皆に思い出させた。また，彼の 終報告では「信

頼性の高い方法で補修作業を行っており，ケーソンの燃えた部分が，燃えなかった他の部分より

強いとは言わないまでも，強度的には十分であることは確かである」と述べている。ほとんどの

人々が彼の言うことを信じた。 

 

火事とその余波はハッとするような経験であった。作業は 2 ヶ月ひょっとすると 3 ヵ月遅れて

しまった。支払給料総額は 2 週間ごとに約 1 万 1 千ドルにのぼり，その事故だけで少なくとも約

5 万ドルの損失となった。その火災は，橋梁の完成を疑っている人々の議論を高めるのに大いに

利用された。川の両地域には，そのような懐疑論者はまだ多かった。あるニューヨークの新聞は，
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この議論の高まりが，全面的に不幸な事件における“主要被害”であると報道していた。だがそ

の火災は，多くの作業員達にとって特にローブリングにとって，厳しい肉体的や精神的な試練で

もあった。ケーソン内で倒れた夜以降，ローブリングの強靭さは，完全に回復することはなかっ

た。あれ以来，彼は変わってしまったと彼のアシスタントは，後々発言している。 

 

彼が，その夜の早い段階で，ウォーターシャフトの下側に転石があるにもかかわらず，ケーソ

ンを浸水させると決断していれば，その後の状況は違った方向に進んだかもしれない。しかし公

式の場で，彼がそのようなことに触れたことは全くなかった。 

 

 

 

1871 年 3 月 6 日， 後の補修は完了した。5 日後，作業室にはコンクリートが完全に充填され

た。ケーソンを沈める 後の数週間，何回かの淡水の湧水が発生した。その時点でだれもが驚い

たことは，淡水が 6 フィート（1.8m）厚のコンクリートを通って湧き出し，ウォーターシャフト

の天端の空いた部分まで一杯となる量であったことである。その水は全く新鮮なもので，塩分の

痕跡もなく，すべてがケーソンの下側から直接湧き出してきていた。したがって，シャフト内の

水は排水され，そこもコンクリートで充填された。エアロックは撤去され，これらの空間もコン

クリートで充填された。 

 

このようにして 3 月中旬までに，ブルックリン側ケーソンは永久的に所定位置に収まった。ケ

ーソンを沈めるという も難しくたいへん危険で不確かな部分もあった作業は，半分が完了した。

人命が失われることもなく，重傷を負った人もいなかった。すべての技術職員は，ローブリング

が期待した通りの実力を発揮し，辞めたものは一人もいなかった。 

 

ブルックリン側の今後の作業は，誰もが待ち望んでいた種類となった。実際には，その時点で

見るべき何か，毎日毎日の成長や変化を観察すべき何かがあったはずである。ピラミッドを除き

ブルックリン側主塔は，世界中で も巨大な構造物であると一般に言われた。トーマス・キンセ

ラはイーグル新聞の社説に「アメリカには，そのようなものは何もなかった。ヨーロッパにさえ，

これと同じような大規模な建造物はみられない。歴史的な旧世界のとても有名な大聖堂や城は，

この巨大なブルックリン塔の傍では，まるで小人である。また，我々の都市は，この大陸とこの

時代におけるこのような構造面や工学面での巨大な事業に取り組むことで，永久的に有名になる

であろう」と書いている。 

 

そのような雄大さは，まだ数年先であることを誰もが知っていたが，それを思い描くことはそ

れほど難しいことではなかった。キンセラは「トリニティ教会の敷地にある尖塔の天端と同じく

らい大きく，一つの堅固な塊がそのままずっと上まで伸びる状況を想像すれば，この巨大なブル

ックリンの主塔がどのようなものかを思い浮かべることができる。・・・ローブリング家の評判と

ブルックリンの自慢は，永遠なものとなりうるであろう。そこの場所は，大自然が吊橋に対して

何の便宜もはからず，これらの低くて緩く傾斜した川岸での橋梁の発想を確かに拒否しているよ
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うに思われる。天才の父親が設計し，あらゆる障壁にもかかわらず，その息子が，完璧に継承し

努力して身につけた能力で，このような大部分が斬新で他に類のない傑作を造り上げた」と述べ

ている。 

 

しかし，6 月 5 日，イーグル新聞が橋梁会社の取締役会に向けたワシントン・ローブリングの

年次報告書を発表するまで，ブルックリンとニューヨークの人々は，主塔の建設が確実に可能と

なったことを正式に知ることはなかった。新聞には，火事が発見されたときの相次ぐ騒ぎを除き，

作業の詳細やケーソン内部で遭遇した手戻りに関しては，ほぼ何も掲載されなかった。ローブリ

ングの報告書は 7 段落半で構成されていた。それは単刀直入で簡潔であり，大きな関心を持って

読まれた。人々は，まさに自分たちの鼻先の地下で発生していたすべての事を知って，すっかり

驚愕した。イーグル新聞は前置きで「我々は長々した公式報告書があまり好きではないが，この

報告書は，スリルに富んだ興味深い話で別格である」と述べている。編集者は，ローブリングの

謙虚さを称賛するとともに，ローブリング個人としての英雄的な行為を誉め称えた。それは，全

く 初から編集者達も，フルトン通り端部の地下でどのような状況が発生していたかを，認識し

ていたかのようであった。1870 年，ケーソンがゆっくりした長期にわたる沈下を続けている時，

ジュール・ベルヌが不思議な天才艦長ネモの冒険を描いた“海底二万里”の英訳が，アメリカで

発表されていた。その時イーグル新聞は「ローブリングが部下に述べているように，イースト川

の川底でのローブリング大佐と彼の 2,500 人の部下の思いがけない経験は，小説家の想像力から

生み出されたあらゆる冒険物語と同じくらい面白く読める」と書いている。 

 

その当時，次のケーソンの沈設で，ローブリング大佐と彼の部下達がどのようなことに遭遇す

るかは，必然的におおいに人気のある関心事であった。河川の片方では，不朽の花崗岩製の主塔

が日光を浴びて真直ぐにそびえ立ち，もう片方では，死を恐れぬ男達が潮流の下側の地中に降り

て行くはずであった。川を渡って，会計事務所で働いたり縫製ミシンの前に一日中座ったりして

いる人々が想像したことは，まさにそのような場面であった。 
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第 11 章 過去の清算 

その光景はぞっとする。我々は，最初から最後まで，

偽りの環境に住んでいる。 

ウォールト・ホイットマン 

民主党の展望 

 

 

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

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

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

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

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

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

滑って行くほど，技術者達は成功を確信していた。 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

図-11.2 トーマス・キンセラ 

(1832-1884) 

図-11.1 ヘンリーW.スローカム 

(1827-1894) 

図-11.3 ウィリアム・キングズレー

(1833-1885) 

出典：ニューヨーク市博物館 
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図-11.4 ウィリアム・ツィード 

(1823～1878) 

図-11.5 オーケイ・ホール 

(1826～1898) 

出典：ニューヨーク市博物館 

図-11.6 ジョン・Ｔ・ホフマン 

(1828～1888) 

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

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

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

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

ングが続いて紹介され，大きな喝采を受けたが，脅してもお世辞

を言っても，彼に演説をさせることはできなかったようである。 

 

ケーソンの進水式とその後の祝賀昼食会は，1871 年 5 月 8 日に

開催された。しかし，ケーソンを使用する準備ができるまで，ま

だ多くの作業が残っていた。ケーソンを完全に艤装して設置場所

に曳航し，十分な荷重を載荷して作業員が内部で作業を始めるよ

うになるまで，7 ヵ月以上が経過しその年が終わる。その頃，橋

梁建設に伴う早い段階での取引に関して，誰かが「謎が多い」と

いう言葉を使用したとすれば，それは全く違った理由であった。

ニューヨーク側ケーソンが沈降を始める頃にツィード・リングが

崩壊することは，1871 年 5 月時点では誰も予想もしなかったこと

である。 

 

 

 

1871 年は，ツィード（図-11.43）にとって，華々しく始まった。

元日に，オーケイ・ホール（図-11.54）はニューヨークの市長と

して再び宣誓を行い，州知事としてのジョン・T・ホフマン（図

-11.65）も同様であった。全てがツィードの計画通りに進めば，

1872 年には，ホフマンがアメリカ合衆国大統領に，ホールは州知

事に，そしてツィードはアメリカ合衆国上院議員に選ばれる予定

であり，少なくとも多数の政治評論家が，そのように見ていた。 

 

1 月初めの恒例のアメリカスクラブ舞踏会は，大成功であった。

そのクラブは，コネチカット州グリニッジのロング・アイランド・

サウンドを見渡す崖の上にあり，ツィード自身の避暑地から遠く

ない場所にあった。そこは，国中のあらゆるクラブと同様に豪華

であり，タマニー派の社会活動の頂点であった。舞踏会の夜，ク

ラブハウスの大きなホールは“花采・花・噴水・旗・モミの木の

迷宮”と言われた。クラブの代表であるツィードの明らかな好み

で，1 千羽のカナリアが，ホールのあちこちに吊るされた金メッキ

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

た。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

埋め尽くされた。 

 

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

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

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

花嫁の父とその友人達は，盛大な催しを行った。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

上には，小さなダイヤモンドのボタンが輝いていた。 

 

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

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

ている。 

 

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

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

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

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

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

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

生みだすかもしれない程の壮麗さである」と書いている。 

 

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

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

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

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

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

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

値は概算でなんと 70 万ドルに達すると報じた。 

 

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

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

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

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

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

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

た。 

 

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

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

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

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

う評判を獲得し，19 世紀から 20 世紀初頭にかけてロアーマンハッタンで営業した。 
8  重量比で 92.5％以上の銀を含む合金で，割り金には銅が用いられることが多い。 
9  https://mcnyblog.files.wordpress.com/2013/09/who-stole-the-peoples-money1.jpg （参照：2016-04-17） 
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図-11.7 トーマス・ナストによるツィードの風刺画 

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

ツィード   スィーニー   コナリー  オーケイ・ホール

さにやって来た。ジェフ・ディ

ビス10や，彼の非常識な民主主義

について話すべきではない。パ

リ・コミューンの民主主義が，

本当の民主主義の原則を代表す

るような言い方はすべきではな

い。だが，民主主義の根源，古

いタマニーホールにやって来て，

魔法のリングの幸運な輪の範囲

に入るとすれば，そのような民

主主義を手に入れることになる

だろう｣と報じている。 

 

そのようにして夏となり，市

民には事実の開示の機が熟した。

偶然にも，ある事態が“幸運の

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

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

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

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

ち出したのが，結婚式のまさしくその当日だったからである。 

 

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

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

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

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

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

を注意深く複写し，これらをニューヨークのタイムズ誌の事務所に届けた。 

 

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

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

ても単純であった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

(1810～1880) 

図-11.9 ジョージ・ジョーンズ 

(1811～1891) 

うすることで，自分の金を得ることができる」と言われていた。 

 

少しばかりの簿記の知識がある人なら誰でも，ワトソンの証

拠記録を見て，何が行われていたか理解できた。例えばオロー

クは，彼が見た書類から，リングが 1869 年以降に 7500 万ドル

を横領したと判断した。 

 

ワトソンは，会計監査官コナリー（図-11.811）の直接指示の

もとで働いていた。コナリーがワトソンの帳簿を誰に見せるか

に関して，なぜそれほど無頓着だったかは理解し難い。だが帳

簿は無防備のままに置いてあり，タイムズ誌は，その後すぐに

ウィリアム・コープランドという別の男性から，その次の帳簿

を写した束を受け取った。その人物は，また更に驚くべき新事

実を複写していた12。 

 

ツィードは，それらの帳簿の写しが活字になる前に，タイム

ズ誌が資料を入手したことに気づいて，予想通り反撃を行った。

ツィードは，タイムズ誌の出版者であるジョージ・ジョーンズ

（図-11.913）という人物が他の連中と同じように金で動くと考

え，コナリーにジョーンズに会うように指示した。コナリーは

話をもみ消すために，ジョーンズに 500 万ドルの提供を申し出

た。ジョーンズはそれを断り，伝えられるところによるとコナ

リーに「悪魔でも，私に対してそれ以上の値段はつけないと思

う」と言った。コナリーは根気強く説得した。「これだけの金が

あれば，君はヨーロッパへ行って豪勢な暮らしができるのに，

どうして？」とコナリーは尋ねた。「確かにそうだが，私は自分

が悪党であることを認めることになってしまう」とジョーンズ

は答えた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1840～1902) 

ある」と告げた。ナストは「私が旅行のために 50 万ドルを受け

取るとでも思うのか」と尋ねた。その銀行家はとても熱心に「貴

方はそうすることができる」と答えたと思われている。ナスト

は「いや，私にはそのつもりはない。つい先頃，そのような奴

らの数人を刑務所にいれるべきだと決心した。私は，奴らをそ

こに送り込むつもりだ」と発言した。そこですぐ，彼は最初に

彼自身が棺に入らないように注意するよう脅された（後日タイ

ムズ誌がツィードを攻撃し始めた後，ツィードは私が若ければ，

自分自身でジョーンズを殺しに向かったはずだと，述べている）。 

 

７月初旬，タイムズ誌はワトソンの帳簿からの転写物の掲載

を開始し，最初はオロークが複写した何件かの兵器庫の詐欺事

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

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

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

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

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

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

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

かの支持者による一撃が加えられた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ューヨークは悲惨な通りになってしまうはずであった。 

 

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

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

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

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

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

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

けたアイルランド人の悪党の一団が，活動の準備をしているとの噂があった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

稽な表情をしたフィスクが馬に乗ってその周りを闊歩していた。 

 

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

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

と警官 1 人，多くの女性や子供を含む傍観者 46 名が死亡した。 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

は，アメリカ的な欠点・腐敗・無関心がある」とネイション誌は報じている。 

 

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

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

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

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

(1814～1886) 

言した。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

いわゆるセブンティ委員会が，その夜に組織された。その構成

員には，ニューヨークではとても著名な数人の人々，エモット判

事とロバート・ルーズベルト，アンドリュー・グリーン（ジョン・

A・ローブリングの葬儀で棺を担いだ人物），エイブラム・ヒュー

イットが含まれていた。また，委員の中には，サミュエル・J・

ティルデン（図-11.1119）という，ヒューイットの裕福な友人で，

ニューヨークの仲間もいた。ティルデンは，かなり冷酷で，抜け

目のない会社顧問弁護士であり，大きな野心を持ったタマニー派

の民主党員であった。彼は，この件に関してツィードの名誉を傷

つけるような発言はしていなかったが，この時点で委員会の責任

者となり，やがて全ての改革運動のリーダーとして知られるよう

になった。 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

迄であった。 

 

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

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

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

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

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

た。 

 

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

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

辞儀して，次のように述べている。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ます。 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

退廃を“心の底での空しさ”と分析している。 

 

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

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

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

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

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

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

であり，ブルックリンも例外ではなかった。 

 

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

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

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

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

では“警戒感と身震い”が起きていると論説している。 

 

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

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

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

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

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

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

の人物を推薦していた。 

 

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

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

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

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

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

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

かったが，その一方で，民主党は安全策を取っていた。 

 

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

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

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

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

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

しても驚異的であり，慎重な管理の証であると一般に理解されていた。 

 

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

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

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

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

主塔から崩れ落ちた。 

 

揚貨装置上にいた 1 人の鳶工が，巨

大な木製のブームに当たって，頭部の

半分が削ぎ取られてしまった。彼は主

塔の天端に投げつけられ，即死であっ

た。C・C・マーティンは後で「彼が動

かずにいれば，負傷しなかったであろ

う。だが，あらゆるものが音をたてて

崩壊するのを聞いたとき，平静さを失

って，ちょうど揚貨装置が崩れてくる

方向に向かって走り出し，ぶつかって

しまった」と述べている。 

 

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

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

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

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

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

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

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

の怪我は見られなかったようである。彼はその後亡くなった。 

 

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

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

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

石造りの割れ目の中に下向きに押しつぶした。 

 

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

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

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

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

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

が和らげられたように数回呼吸をして，そして亡くなった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

男であった」とマーティンが記者達に話している。 

 

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

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

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

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

知らず，知っていたとしても信じることはなかった。 

 

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

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

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

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

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

月分の賃金を若干上回る見舞金を支払った。 

 

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

壊した。 

 

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

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

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

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

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

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

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

った。 

 

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

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

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

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

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

表があった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

なかった。 

 

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

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

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

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

の結論とした。 
                                                        
21  A・T・スチュワート（1803～1876 年）は 19 世紀に大成功を収めたアイルランド系アメリカ人の起業家。彼は

1848 年にニューヨークのブロードウェイで婦人用輸入雑貨を扱う大型店マーブル・パレスを始めた。さらに，

1862 年には，ブロードウェイで，キャスト・アイアン・パレスという 8 階建てビルの百貨店を開いた。 



第 11 章 過去の清算 
 

 
 - 236 -

 

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

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

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

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

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

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

していただけの多くの問題であった。 

 

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

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

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

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

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

酬について，如何に明確にするかであった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

の運動を展開した。 

 

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

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

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

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

めた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

対応の取決めが厳格になったからであろう。 

 

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

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

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

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

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

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

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

いたに違いなかった。 

 

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

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

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

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

必ずウィリアム・キングズレーに直接利益をもたらすように思われた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

一部の人々に疑問を抱かせたことを，議事録は示していた。 

 

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

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

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

決議は以下のように記載されている： 

 

【議決事項】 

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

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

 

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

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

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

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

たときでも話題に上らなかった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ドは，彼自身がキングズレーとまったく取引をしていないと証言している。 

 

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

られている。 

 

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

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

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

いて，ツィードは説明できなかった。 

 

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

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

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

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

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

上の観点から大変魅力的な対応であったことも，指摘された。 

 



第 11 章 過去の清算 
 

 
 - 239 -

当然のことながら，これら全ての事に関して，キングズレーは，まったく違った説明をしてい

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

橋梁会社との取決めについて，若干の注目すべき変更が行われた。 

 

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

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

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

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

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

道されることもなかった。 

 

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

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

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

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

けである。 

 

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

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

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

は何もない。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

(1835～1872) 

図-11.13 ピーター・スィーニー

(1811～1891) 

図-11.15 エドワード・ストークス

(1840～1901) 

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

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

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

員会に迎合するようにあらゆることを行っていた。ツィードだけ

が残り，逮捕は時間の問題と思われていた。 

 

その後それが現実となった。12 月 15 日，起訴陪審がツィード

を 120 件の訴因で起訴した。次の晩，年配の南部連邦支持者であ

る郡執行官マシュー・T・ブレナンが，彼を逮捕した。マシュー

は，歴史的な儀式を遂行するため，直接，ツィードの事務所にや

って来た。ブレナンは，ツィードの肩に軽くさわり「貴方は，私

が追い求めていた人物であると，思っている」と忍び笑いをしな

がら言った。 

 

ツィードがほぼすぐに保釈されたことは，誰も驚かなかった。

彼は囚人としての最初の夜を，自分が経営しているメトロポリタ

ンホテルで過ごした。だが，彼は公共事業部を辞めざるを得ず，

12 月 29 日にタマニーホールにおける投票で幹事長としての権限

を失うことになった。 

 

法廷は，郡あるいは州に，ツィードを裁判にかける権利がある

かどうかを決断できず，彼が裁判にかけられるまで更に 1 年が経

過することになる。しかし，彼の世界は至る所で崩壊していた。

1 月 6 日，ジム・フィスク（図-11.1424）は，グランド・セントラ

ル・ホテルでエドワード・ストークス（図-11.1525）に射殺され

た。フィスクは，かつて裕福なストークスからブルックリンの石

油精製所の所有権を騙し取り，一方ストークスは，フィスクの愛

人であるジョシー・マンスフィールドに求愛してかなりの成功を

収めていた。 

 

フィスクが亡くなるとき，彼を見取った人々の中にはツィード

もいた。フィスクがついに息絶えたとき，ツィードは取り乱して

しまった。ツィードが長年にわたって組んでいた数えきれないほ

どの人物のなかで，フィスクは最も愉快な人物であった。新聞は，

破綻したツィードとその苦悩について書きたてた。1 万人の人々

が，いわばフィスクのエリー鉄道の事務所に，正装安置されてい

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

な人物は誰もいなかった。イーグル紙はその状況を次のように解説している。 

 

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

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

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

のなかに，にわか雨のようにしたたり落ちていた。 

 

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

皮肉記事を書いているだけである。 
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第 12 章 いかに自然で，正しく，適切に 

その橋梁は，利用面のあらゆる要素や資金の出所から公

共の事業と考えられるが，未だにそれは，公衆の発言権が

ない全くの民間の法人である。 

デマス・バーンズ 

 

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

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

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

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

係であった。 

 

イーグル新聞は，すぐに橋梁会社の擁護に回った。“ツィード

とコナリー，スウィーニーが，この株式引受人の中にいること

は，事実である。・・・だが 1 年前，これらの人物の支援を拒絶

した会社があったのか”。キングズレーは，橋梁事業を前進させ，

その責任を追っている人物である。そして“彼が，あらゆる他

の請負者と同様に，橋梁会社の利益となるように行動するよう

な状況で，会社が実施する契約に対して，彼が口出しすること

は当然のことである”。さらにまた，企業が合法的に運営される

ことを監視するマーフィーやスタナハン，デマス・バーンズ，

ヘンリー・スローカム等の人物を，ブルックリンの人々が信用

できないとすれば，その当時，誰を信用すべきだったのか。 

 

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

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

らと，彼は説明している。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

図-12.1 ウィリアム・キングズレー

(1833-1885) 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

かに持たねばならない。私の目標は橋梁を建設することである」と述べている。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

であろうか。 

 

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

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

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

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

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

まった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

的な利害関係を持っていると報道した。 

 

取締役達の間で，何とかしなければいけないという声が高ま

り，市民の信頼を回復するために，ニューヨーク州下院議員の

ジェームス・ストラナハン（図-12.21）が，素早く動いた。 

 

次の取締役会は，1872 年 6 月 4 日に開催された。マーフィ

ーは社長に再任された（彼は今のところ名誉を傷つけられるよ

うなことは何も言われていなかった）。またアンドリュー・グ

リーンというニューヨークの会計監査官が，財務委員に指名さ

れた。そしてストラハナンは，これまでのタマニー派の 4 人に

替わり，それ以外の 4 名の立派なニューヨーク出身者を取締役

に任命した。新しい取締役は，ウィリアム・H・ヴァンダービ

ルトとロイド・アスピンウォール，ウィリアム・H・アップル

トン， も重要人物であるエイブラム・S・ヒューイット（図

-12.32）の 4 人であった。 

 

ヒューイットは，この時までに改革者としての評判が高かっ

た。彼は，その後すぐにニューヨーク市長に再選されるウィリ

アム・ハブマイアーから，橋梁会社の取締役になるように依頼

されていた。ヒューイットの説明によると，それは支出額を調

査して，事業の進捗の妥当性を報告するためであった。ハブマ

イアーは，これまで橋梁に関してそれほど気にかけていなかっ

たが，橋梁事業が公共事業で起きる不正行為の絶好の実例とし

て見ていた。彼は，市役所が全ての事業の有効性を管理するべ

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

図-12.2 ジェームス・ストラナハン

(1808-1898) 

図-12.3 エイブラム・ヒューイット

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

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

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

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

りを座らせることに，少し似ていた。 

 

 

 

ヒューイットは，本気のように見えた。1 週間以内に開催さ

れた 初の執行委員会で，ヒューイットは，同席したストラハ

ナンやマーフィー（図-12.43）とともに，約 7 万 1 千ドルに達

している請求書の支払いを直々に承認した。1週間後の会議で，

彼は，技師長に対して，石材・木材・他の材料等の材料費や労

務費が合理的で正当であったかどうかを，できるだけ早急に調

査・報告するように提案した。またローブリングに対して，こ

れまでの橋梁の建設費が父親の見積額より上回っているかど

うか，もし上回っていれば何故そうなったかを報告するよう求

めた。「次回の花崗岩の発注では，技師長が非公開入札の公告

を管理する」というヘンリー・マーフィーから出された提案を

受け入れるというヒューイットの動議は，直ちに同意された。 

 

1872 年 7 月 1 日に，取締役会が技師長からの特別報告を受け

るためにもう一度開催された。取締役会は，橋梁建設が始まっ

てから僅か 9 回開催されただけであった。その報告書は，要請

から 4 日後の 6 月 28 日に提出されていた。マーフィーは何か

の理由で街の外にいたので，エイブラム・ヒューイットが議長

を勤めた。 初に，6 月に開催された 3 回の執行委員会の議事

録，ヒューイットが参加した 3 回分が，取締役会の前で読み上

げられた。このようなことは，これまで行われたことはなかっ

た。それが終わり，本来の取締役会が始まろうとした時，デマ

ス・バーンズ（図-12.54）が更なる抜本的な変更を提案した。

それは，階下で待機している記者を向かい入れ，会議に立ち会

わせるという提案であった。しかしヘンリー・スローカム（図

-12.65）は，取締役会終了後全ての新聞に対して，秘書が作成

した議事録の写しを配布する代替案を提議した。その秘書は，

いっぱいの顎ひげをはやした信心深そうに見える紳士で，オレ

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

図-12.4 ヘンリー・マーフィー 

（1810～1882） 

図-12.5 デマス・バーンズ 

(1827-1888) 

図-12.6 ヘンリーW.スローカム

(1827-1894) 
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図-12.7 ワシントン・ローブリング

(撮影 1870) 

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

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

 

報告書の冒頭で，おそらく誰もがほっと一息したであろう。

報告書は，事業のまさに開始時点でヘンリー・マーフィーか

ら，契約の締結や必需品の購入に関してローブリングが何も

することはないと，明確に告げられたとの説明から始まって

いた。「それでも，実施されたそのようなあらゆる取引につい

て，個人的には認識していた。全ての契約が妥当な方式で実

施され，結果的に会社の 高の利益になっていると，私は理

解している。ほとんどの場合が 低入札者と契約しており，

別の入札者と契約した場合には， 低入札者と同程度の低い

金額となっている」とローブリングは記載している。 

 

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

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

い価格で納入されていると，私は認識している」と報告している。 

 

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

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

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

る。したがって，この質問に関して実直な見解を述べるべき立場にある」 

 

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

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

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

は，記載されていない。 

 

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

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

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

ていた。 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

コンサルタント技術者の委員会費用 7 千ドル（当初の 7 名分）， 

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

税金と利子の支払い約 6 千ドル， 

後に統括責任者の報酬 12 万 5 千ドル， 

合計で 165,771.65 ドル。 

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

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

確にしていた。 

 

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

万ドル増加すると，彼は結論づけていた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

その委員長になった。 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

(1832～1884) 

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

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

のようなことが起きるかを注視していた。 

 

このようにして，ブルックリンの も影響力ある新聞によ

って，橋梁疑惑の糾弾が単なる政治的な駆け引きで，卑劣な

野心を持ったけちな男達の破壊的な仕業以外の何物でもない

と，書き殴られた。それと同時にトーマス・キンセラ（図-12.87）

は，橋梁自体とその技師長に関して，対照的により多くの紙

面を使いはじめた。キンセラは，強靭で開放的で奔放な男で，

疑惑に関して彼自身の個人的な体験を持った人物であった。

10 人の子供たちの父親である彼は，ブルックリンの教育委員

会への貢献を続けていた時に，彼が学校教育長の妻と関係し

ていることが世間一般に知れ渡ったことがあった。このよう

な状況で，他の男であれば荷造りしてブルックリンから逃げ

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

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

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

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

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

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

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

ているつもりはなかった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

は，技師長について熟考するよう求められた。 

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

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

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

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

人々がいたとしたら，その人々に橋梁の建設の物語を読ませよう。 

 

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

になってから 1 年以上経って，結論を提出することになる。 

 

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

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

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

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

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

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

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

物が，1 年にわずか 1 万ドル程度で雇われるわけがない。 

 

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

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

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

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

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

とはない」と書いている。 

 

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

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

っており， 初からトンネルで進めるべきであったと主張していた。 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

術者の総会の前に，彼女の講演スタイルであった催眠状態で，

ビーチャーに関して同じ内容を話していた。しかし，その時に

は，まともな新聞は，その話を掲載する気はなく，彼女は自分

自身で公表することに決めた。 

 

嫌疑は，新しいものではなかった。ブルックリンには，少し

の間，ビーチャーの噂話があった。しかしながら今やそれが記

事になった。その記事は，彼が，若い教区民の 1 人であるエリ

ザベス・ティルトン（セオドア・ティルトンの妻）と浮気をし

ているというものであった。セオドア・ティルトンは，著名な

自由主義の編集者で詩人であり，宗教新聞であるインデペンデ

ント誌でビッチャーのかつての弟子であった。ウッドハル夫人

は「ビーチャーは，私が非難していることを，完全に彼の権利

の範囲内で行った」と考えていると言った。ビーチャーの“途

方もない肉体的な能力”と彼女が表現したものは，彼女の見解

では“このように有名で典型的な男性の も重要で堂々とした

特質のひとつ”であった。ウッドハル夫人は「ビーチャーの唯

一の罪は，自分の行為を隠し，私と一緒に自由恋愛の素晴らし

さ説明していないことである」と考えていた。彼女の念願は，

自分の記事が爆弾発言のように，道徳主義的な世の中ではじけ

ることであった。その効果はあった。 

 

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

の話は，河川の両岸地域で人々が他のことを話さないほど大きな騒ぎとなった。 

 

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

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

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

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

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

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

た。 

 

 

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

ドハル夫人の妹であり，ヴァンダービルト老提督の夫人であった。 

図-12.10 ビクトリア・ウッドハル

(1838-1927) 

図-12.9 ヘンリー・ビッチャー

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

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

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

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

ていた。 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

や認証を行う人のことである。 

 

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

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

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

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

ることは，周知の事実であったからである。 

 

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

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

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

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

の特別提案で締めくくった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

は 8 千ドルから 1 万ドルに昇給していた。 

 

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

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

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

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

させることとなった。それは，注目すべき文書であった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

も，誰が開札をしたかという痕跡がなかった。 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

た」と述べている。バーンズには，その手続きがとても不可解に思えた。 

 

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

っているとの印象を与えた。そして，記録書類の中のやや疑わしく見える全ての不整合について，
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実際にバーンズは，キングズレーの 12 万 5 千ドル以外の不正行為の証拠を，ほとんど何も見つけ

られなかった。 

 

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

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

締めくくっている。 

 

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

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

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

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

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

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

させる特権に対して 100 万ドルを支払おうとしている。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ことはできるものであった。 

 

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

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

った人々よる公正な会議で，同意・承認されるような変更を望んだ。 

 

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

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

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

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

備をすることを，人々に理解してもらう必要がある｣と結論付けた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

かったとは，誰も言えないということであった。 

 

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

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

た。 

 

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

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

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

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

執行委員会としての責任を果たすことに同意した」 

 

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

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

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

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

かった費用）にならなかったとしても，それでもなお，かなりの金額であった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

購入したジョージア州の同じ会社であろう）。 

 

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

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

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

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

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

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

高となるように考えて”価格交渉を行っているというのがその説明であった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

実業的な事案としてそれを捉えていた。 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

こととなった。 

 

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

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

要がないということを認識して，十分に満足していた。 

 

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

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

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

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

対する者はいなかったが，それを大急ぎで実施する状況にはなかった。 

 

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

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

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

であった。 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

た。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

しただけであった。 

 

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

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

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

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

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

か。 

 

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

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

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

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

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

答えは無かった。また，それを知るべき立場の人々からの回答もなかった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

術的な事項が議論されるときだけであったことは，記録からも明らかである。 

 

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

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

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

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

らず，彼の息子も同様であった。 
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おそらくキングズレー達は，ジョン・ローブリングが彼らと一緒に行動することを阻止し，横

柄な老人とその一徹な完璧性から，安全な距離を保つことを優先させたのであろう。それどころ

か，橋梁のある面に関して彼らは，両ローブリングが他の株主の何かに気づいて，更に疑うよう

なことをして欲しくないと決めていたのかも知れない。その答えは決して出ないであろう。 

 

調査委員会からの報告書が出版される頃には，ワシントン・ローブリングの体調は，かなり悪

化していた。嫌疑のかかっている橋梁疑惑について彼が知っていることを，いつか述べるつもり

であったが，それは何年も後になってしまう。 

 

当面は，キングズレーの疑わしい点を好意的に解釈しようとする執行委員会にとってさえ，キ

ングズレーが橋梁で金持ちになっていなければ，その疑いは確実に晴れることは明らかと思われ

た。さらにキングズレーは，自分が実質的に何も犠牲にしないやり方で，その全てを処理してい

た。彼も他の人々の誰もが，自分達の骨折りに対して 1 セントも失うことはなかった。 

 

確かに，キングズレーの基本的な性格や，常日頃に行動していた政治や実業界の基本原則を考

慮すれば，次のような結論以外は，とても世間知らずで，あまりにも現実離れしているようであ

る。つまりキングズレーは，ニューヨークで，あるいはワシントンでも，だがオールバニーでは

確実に，惜しげもなく金を配っていた。ワシントンでは比較的小さい抵抗があり，ブルックリン・

リングの仲間ではなかったデマス・バーンズは，多分どんな案件でも収賄に応じそうにない人物

であり，そのような交渉では安全な共謀者ではなかったのであろう。しかしアルバニーでは，新

聞を読む誰もが，見方によっては実質的に盗みを許可するような定款について，この時までに特

に詳しく知っていたので，極めて熱心な支持を得ることができた。あるニューヨークの新聞は「ヘ

ンリー・マーフィーが，アルバニーでの法律の起草やツィードと一緒の陳情運動などの全ての活

動をしており，まさにその当時，ヘンリー・マーフィーが提供した活動に対する彼自身への大き

な謝礼を要求したのかもしれず，またそのことが，より早い段階でキングズレーが“投資した”

金の実質的な部分を占めていた」とも示唆していた。これが事実とすれば，1866 年の運命を決し

たあの冬の夜，マーフィー宅の暖炉の傍でキングズレーが示した“事実や数字”の一部は，アレ

キサンダー・マッキューの状況の説明の中で暗示したものと，全く違っていたのかもしれない。 

 

キングズレーは，実質的に株のほとんどを購入しており，明らかにそれが も役立つところで

配った。取締役達が拒否する努力をしなかったので，彼には橋梁会社との契約で利益を得る見込

みが十分にあった。また，15%協定により政治面での支援や株に対して支払った分を取り戻そう

と考え，おそらく，それに加えて，更に多くのものを手に入れようとしたことは，かなり明瞭で

あった。1871 年秋までのような状況が継続し，15%協定に突然の不可解な変更がなければ，彼は

橋梁事業によって大金持ちになっていたであろう。だが予想外のことが起こった。ツィード・リ

ングは紙粘土のようにぼろぼろに崩れた。ツィードとの協定はもはや許容されなかった。政治面

で積極的に活動していた建設請負人が，自動的に疑惑の対象となった。橋梁事業全体へ，突如と

して疑惑が向けられた。ブルックリンン・リング全体は言うまでもなく，まさに突然，キングズ
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レーはとても脆弱になった。橋梁会社と彼との協定は，それが一般の注目を浴びるようになれば，

全く適切とは思われないであろう。橋梁事業の経営は，他人の手に委ねられることになるかもし

れない。協定は変える必要にせまられ，その変更は，たいへん大急ぎで要領悪く行われた。 

 

だから彼が，多くのことを画策する機会を手に入れる前に，足元をすくわれてしまった。だが

その結果として，誰もが，何でも彼のせいにすることもできなくなった。また，その橋梁が民間

企業によって建設されていたので，誰も口をはさむことができず，彼や大株主が何を行っても，

法律的には全く問題なかった。 

 

しかしながら，これらあらゆる点で重要なことは，キングズレーの強欲さや罪の意識の度合い

ではなかった。長い目で見て重要なことは，主としてツィードの没落という運命の気まぐれによ

って，その時代における地方自治体の大事業で，アメリカ人が未達成の飛び抜けて素晴らしい構

造物が，ツィードやタマニー・リングの手元での確実な不名誉や恐らく起こり得る災難から，救

われたことであった。さらに、その橋梁を一般の企業が本当に建設するという展開は，この時点

から始まったといえる。1867 年の旧定款がオールバニーで変更されるまでに更に 2 年が経過する

ことになるが，それでも，橋梁会社が好き勝手に進めることができた日々は終わった。これ以上，

執行委員会とウィリアム・キングズレーは，大衆の意見を無視することができなくなっており，

完全な免責を有する業務や，鉄道事業よりも低い倫理的規範で業務を行うことができなくなって

いた。  

 

同時に，その時点で橋梁を実際に建設していたそれらの人々は，もはや仕事が全体として立派

で英雄的な努力として見られなくなったという事実を，認める必要があった。多すぎるほどの疑

惑の種が蒔かれており，ツィードが追放されヒューイットのような人物が参加した事実や，橋梁

事業の運営方法を公開したことでは，確実に噂に終止符を打つことはできなかった。ワールドの

ような新聞は，橋梁に対して公然と反対のままであり，その経営陣がこれ以降まったく潔白であ

ることに，決して納得したわけではなかった。 

 

ある新聞では，そのことを“アメリカ大陸の不正の七不思議”の 1 つとして，ツィードの裁判

所建設やノーザン・パシフィック鉄道の事件とともに発表した。もちろん橋梁は始めから論争の

中心ではあったが，いつも技術的な基盤の論争，すなわち，技術面でしっかりしているか， 終

的な構造物は持ちこたえるのか，それとも崩壊するのかという論争であった。その時点で懐疑的

となる他の理由もあり，その結果として，まったく異なるさまざまな懐疑論者にとって，橋梁は

特別に強い興味を引く話題となっていた。なお，そのような懐疑論者は極めて多かった。 

 

そこには，まだ不正を行うような同様な状況が十分にあることは，誰もが認めており，同じよ

うな人々が権力を持った。そしてツィードの退任による空席は，より小さい悪党達が策を弄する

更なる余地を十分に提供することにになった。要するに，努力したにもかかわらず疑惑の渦は残

ったままであり，橋梁自体には，ジョン・ローブリングが 10 年以上も前に社会的・政治的状況を

踏まえてそうなることを懸念した多くの事態が，発生するはずであった。その懸念とは，河川の
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両岸に，はびこる全体的な金銭第一主義への大きく著しい悪化であった。それとは逆の意見もあ

ったが，日々の仕事では，誰かがその舞台裏で儲け続けているような多少の不正が続いているこ

とを，市民の大部分は確信したままであった。 
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図-13.1 技師長ローブリング 

(撮影 1870) 

第 13 章 謎めいた疾患 

 他の類似した作業の報告から，圧縮空気が人に，好ましくない

影響を及ぼす可能性があることが判明し，この脅威を避けるため

に，あらゆる既知の予防措置をとった。 

ウィリアム・C・キングズレー 

 

1872 年 6 月 1 日，技師長（図-13.11）と総括責任者（図-13.2）

が年次報告書を公表した時点で，ブルックリン側主塔はイース

ト川の満潮位から 100 フィート（30.5m）まで立ち上がり，一

方，対岸ではニューヨーク側ケーソンの 下端が同じ満潮位か

ら 78 フィート 6 インチ（23.9m）の位置まで沈降していた。総

括責任者の報告書の中では，ブルックリン側の主塔では，1 年

間で 14,500 立方ヤード（11,100m3）の石積工を，ニューヨーク

側主塔では 13,075 立方ヤード（10,000m3）を行ったと述べてい

る。また一方で，技師長は次のように書いている。 

 

ニューヨーク側の主塔では水面上にその形跡が見られな

いので，一般の人々は作業が行われていないと思っている

かもしれない。そのような人々に対して，私がわかりやす

く述べるべきことは，ニューヨーク側主塔の基礎の上でこ

の冬の間に水面下で施工した石材とコンクリートの量が，

水面上で今日も見ることができるブルックリン側主塔の

全ての石材の量に等しいということである。 

 

このような説明は，キングズレーの数字のように確かに正確

ではないかもしれないが，達成された仕事を想像するには見事

な方法である。ほとんどの人々にとって，ブルックリン側主塔

に相当する大きさのものが，川の底で目に見えないまま造られ

ていることについて知らされていたことは，圧力を相殺する概要説明と，誰もが理解でき，唯一

の鮮明なイメージに即座に置換できる鉛筆で描かれた木製ケーソンの図が全てであった。 

 

依然として，目立って見える橋梁の部分は，ブルックリンの端部にそびえる大規模な自立構造

の石積の主塔だけであった。その年の春は，ずっと不正と汚職の容疑が新聞を賑わし，ブルック

リンでは橋梁疑惑に陰口を叩かれたが，主塔上の作業は予定通りにきっちりと進んでいた。そし

て巨大な花崗岩の柱体は，数年前から確約されて，待ち望まれている橋梁の紛れもない確約の全

てであると，一般には思われていた。このような実状を一目見れば，人類が実行できることに対

                                                        
1 http://www.uh.edu/engines/epi87.htm   （参照 2016-04-28） 
Rutgers University, Department of Special Collections and Archives 

図-13.2 総括責任者キングズレー

(1833-1885) 

出典：ニューヨーク市博物館 



第 13 章 謎めいた疾患 
 

 
 - 262 -

する人々の信頼を取戻すには十分であり，不正な簿記を行うこと等は，本当に些細で一時的な迷

惑行為にすぎないように思われた。 

 

計画による主塔は，その外面が重厚な控え壁で分割された凹凸のある矩形であった。主塔は岸

に対して長手方向に，長さ 140 フィート（43m），幅 59 フィート（18m）で立ち上がっていた。高

さは 100 フィート（30m）程で，やはり高いというより広く感じ， 終的な高さの 1／3 を僅かに

越えただけであり，道路面の高さには 19 フィート（5.8m）ほど不足していた。しかし既に周辺の

建物より相当に高くなっていた。 

 

さらに主塔は，まるで河から飛び出して行くように常に高くなり，ゆっくりではなく，整然と

石の上に石を積み重ねて有機的に成長していた。その変化は日々気づくほどの量ではなかった。

その進捗は，時計の短針の動きのように，たまに見るとよく分かった。ある朝，ファーマン通り

のブルックリン埠頭労働者は，主塔の石積がちょっと気づかない間に，あらゆる船舶のマストを

越えたことに気づいたのかもしれない。またある夜，帰宅途中の通勤者はニューヨークから出航

したフェリーの手摺をつかみ，この巨大な無骨な柱体が，水中の足で今やブルックリンの地平線

の高まりの頂点に立ったことに，初めて実感したかもしれない。 

 

かなり無理があるが，その構造物の使用目的について，この段階で未だ知らない人がいたと想

定してみる。フェリーがまだ航路灯をつけて走行し，主塔の上で誰かが仕事を始めるまでの早朝

には，それは古代の港湾防衛設備で，左右の船の大軍を警戒している灰色の単独の狭間胸壁2と思

われたかもしれない。また太陽が昇り始めて塔の 上部を照らした時，そこに林立している櫓は

中世の軍事設備のような世界を想像させ，そのような高さからの飛翔弾道はニューヨークを襲う

のにきっと十分であったはずである。だが日中の溢れる陽射し中で，太陽が鮮やかな黄褐色の花

崗岩を輝かせている状況では，実際に主塔はとても新しく見え，おそらく天文学の巨大な観測所

とか，かなり息をのむような勝利の記念碑の台座の 初の部分のように見えたのかもしれない。 

 

だが，もちろん誰もがその本来の目的を知っており，その成長に驚嘆せざるを得なかった。ま

たその成長で，近くの他のものが小さくなっていくように見えた。フェリーハウス，とても堂々

といたフルトン通りの商店群， 新のビジネス街区は，もはやそれほど壮大には見えなくなって

いた。夕方，赤く染まった太陽がニュージャージーを低く照らし，主塔の西面で花崗岩がほぼピ

ンクになり内部から輝いているように見えるとき，主塔の背面側のあらゆるものには 1 街区以上

の範囲に渡って，主塔が影を落としていた。 

 

イーグル新聞が，地球上にはピラミッドを除いて“このような我々のブルックリンの主塔”に

匹敵する物は何もないと主張したとき，それが特に思い上がりであるとは，誰も考えなかった。

また，その時点でローブリングは，市民の想像力をかきたてるために新しい考え方を提示した。

それは，今やブルックリンの主塔を眺めるだけでなく，まさに川の向こう側の水の下に隠れてい

                                                        
2 狭間胸壁とは，城壁や城の 上部に設けられ，城壁 上部の通路や当該場所で活動する兵士を防御するための

背の低い壁面のこと。一般的にはこの壁面を凹凸状にして凹部を狭間として利用すると共に，凸部には狭間窓

（射眼，銃眼）が設けられることもあった。（日本語ウィキペディア，参照：2016-05-08） 
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る同じものを思い浮かべるという考え方であった。この主塔は，川の上に立ち上がってくるまで，

川底の部分は，巨大な岩の主根のように下側へ伸びていた（ローブリングは，その記事が掲載さ

れる前の数週間で実施したことを，確実に記述した。なおその時点で，実際にブルックリンの主

塔は，約 78 フィート（24m）の高さとなっていた）。フェリーに乗った群衆が，ブルックリン側

の主塔の側面を引き揚げられているのを眺めていた全ての石材に対して，もう一方の石材はニュ

ーヨーク側のケーソンの荷重として載荷されていた。そして，塔の 上部の端のほうで一見して

大胆に働く人達は，イースト川の川底のケーソンで働く作業員に比べれば，川面からそれほど上

方に離れているわけではなかった。 

 

ケーソン内部での作業は，あと 1 ヶ月で完了することになっていた。つまり，それが橋梁建設

における 初の重要な段階の完了であり，明確な分岐点であった。この時点から，克服するべき

課題，すなわち実施すべき作業は，全く異なる性質の内容であった。ローブリングは，報告書で

この点を重視し，2 基の主塔の巨大基礎の 終段階に迎えることができたことについて，取締役

会に対して祝辞を述べている。「事業当初において，基礎は第一の技術的課題であった。今後の作

業，主塔の建設・ケーブルの張り渡し・上部工の架設等は，全てこれまでに他の橋梁で，規模は

小さいものの経験済みの作業であり，“事業全体の成否は主塔の基礎にかかっていた”」と彼は述

べている。それから彼は，まるで補足説明のように「相当の危険性とある程度の不確実性は，そ

れらの建設には必然的に含まれている」と述べている。 

 

 

 

1871 年 9 月の 初の週末までに，ケーソンを設置するための広範囲の全ての準備作業は完了し

ていた。主塔は， 29 番埠頭と 30 番埠頭の間でこれまで 2 基のフェリー乗降路が使用していた場

所を，占有することになっていた。河床は 37 フィート（11.3m）の深さで，すなわちブルックリ

ン側の 2 倍をやや上回る深さで浚渫が行われていた。29 番埠頭から 100 フィート（30.4m）離れ

た位置に巨大な杭桟橋が建設された。それは新しい基礎と川岸との間で，桟橋自体が 100 ヤード

（91.4m）以上の長さを有する橋梁構造であった。桟橋の端部には，ケーソン用の四角い囲いが 6

インチ（15cm）の松矢板で造られていた。これは潮流の力を弱めるための囲いであり，潮流はニ

ューヨーク側のほうが明らかに強かった。 

 

29 番埠頭の端部で実施したボーリング結果によると，基盤はいずれの場所でも 77～92 フィー

ト（23.5～28.0m）で確認された。ケーソンをどこまで沈める必要があるのか，すなわち基盤位置

を明確にするという基本的なことでさえ，いまだに決定すべき項目であった。しかしいずれにせ

よ，地層は 15～20 フィート（4.6～6.1m）厚の流砂層を含む主として礫層と砂層と思われた。ブ

ルックリン側の地層とは，まったく異なっていた。 

 

必要な機械類は埠頭に全て設置されていた。それらは，ブルックリンで使用したものと同種の

3 基の巨大ブームの揚貨装置，従来と同じクラムシェルを有する浚渫機，巻き上げ機，蒸気機関，

杭打ち装置などである。作業場や事務所も建設済であり，作業場として鉄工作業小屋やセメント・
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図-13.3 ニューヨーク側ケーソンの構造 
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工具・雑貨用の小屋，圧縮機の収納小屋があった。圧縮機の小屋は も大きな建物で，空気ポン

プ機械類が設置されていた。その機械類は 13 台のバーリー圧縮機で，各々が独自の蒸気ボイラー

を有する設備でそれが 1 列に並べられていた。ブルックリン側ケーソンでは 6 台の圧縮機が使用

されていたことに比べると，さらに大規模な設備となっていた。 

 

9 月 11 日に巨大な木製の函体（図-13.33）が，アトランティック係留地から曳き出された。そ

の係留地では，進水以降 4 ヶ月かけて，その天端に木製の７段の追加の段積が行われ，その隙間

全てにセメントを敷き詰めた段積工が施工されていた。一旦，川側を杭構造で締め切り，ケーソ

ンを 終的な位置に固定すると， 終的に 10 段までの段積みを追加し，構造全高は 31 フィート

（9.5m）に達した。 

 

今回は特殊な対応として，環形動物4に対する防護対策が実施された。その防護は，ケーソンが

浮いている時と，川底の下側に完全に埋められる迄にのみ，必要なものであった。川底では，環

形動物である舟喰虫は，決して侵入することはなかった。だがこの微細な動物は，直径が 1/16 イ

ンチ（1.6mm）未満で，水が通り抜ける隙間を開けることができるので，その予防措置はかなり

しっかり実施する必要があった。あらゆる外側の継目には，コーキングが行われた。全ての外面

は，コールタール・松脂・水硬セメントの合成塗料で厚く塗られた。この塗料は全くそれ自体で，

舟喰虫の穴明け器官を鈍くするのに，十分な成分と粒度を有していると考えられていた。さらに

函体は，4 側面全てと 6 番目の段積の上面を，1 枚のブリキシートで覆うように仕上げられた。ブ

リキシートの全ての継ぎ目には，気密となるようにハンダ付けが行われ，全体のブリキシートの

下面と上面の両方に，タール紙の層が敷かれた。 後に，ケーソン全体が，クレオソート（防腐

                                                        
3 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AmCyc_Caisson_-_Caisson_of_East_River_Bridge.jpg （参照 2016-05-09） 
4 動物分類上の一門である。体形は一般に細長い円筒形で，前後に連なるほぼ同じ構造をもった多数の体節から

できている。多くは海産で，淡水産・陸産のものもある。ゴカイ・ミミズ・ヒルなどを含む。（大辞林第三版よ

り） 
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剤）を浸み込ませた 4 インチ（10cm）の北米松材で覆われた。 

 

ローブリングは「巨大な木製の基礎は，今や完璧となった。その基礎は、作業室の天盤の上側

は 22 フィート（6.7m）の堅固な木材でつくられており、ブルックリン側ケーソンよりも 7 段多く

積まれた構造である。そのような構造物の強度は高さの 2 乗に比例するので、ブルックリン側ケ

ーソン天盤のほぼ 2 倍の強度があると考えてもよい」と書いている。 

 

2 基のケーソンは，一般的な構造部に関しては，ほとんど同一であった。ニューヨーク側ケー

ソンの側面部は今回も北米松材で造られており，上端で 9 フィート（2.7m）の厚みから下端で 8

インチ（20cm）幅の鉄製の切刃となるような先細り構造であった。天盤に使われた木材は今回も

1 フィート（30cm）角であった。作業室内の頭上スペースは前回と同様に 9.5 フィート（2.9m）

であった。新ケーソンの基部寸法は，172 フィート（52.4m）×102 フィート（31.1m）であり，ブ

ルックリン側ケーソンよりちょうど 4 フィート（1.2m）だけ長くなっていた。前回より重厚な天

盤は，ローブリングが想定した更に著しく大きな荷重を支えるように造られていた。その理由は，

このケーソンが前回よりもさらに深くまで沈める必要があり，したがって更に多くの石材を積載

する必要があったからである。しかし，更に他にも何点かの相違もあった。 

 

作業室内面を覆った鉄製ボイラー板による薄い被覆は，防火機能を提供するだけでなく，ケー

ソンの気密性を更に高める効果があった。そして内面全体は，可視性を改善するために水漆喰（白

色）が厚く塗られた。今回のウォーターシャフトは，角形ではなく円形に変更されていた（ロー

ブリングが決めたこの構造で，シャフトは強度が更に向上することとなった）。そのうえ砂を排出

する手段として，およそ 50 本の 4 インチ（10cm）径の鉄製パイプが作業室の至る所に設置され

た。 

 

ブルックリン側ケーソンでは，下側の作業員と徐々に立ち上がってゆく主塔天端の作業員との

間での連絡手段がなかった。しかし今回は，ペイン大佐が単純で独創的な機械的伝達システムを

考案した。排砂管のうちの 1 本の下側に蓋をして，そこに 1 インチ（2.5cm）管を通過させて，管

の上下端に索引指針を付けた。上下の両指針の下側には，あらゆるパイプとシャフトの位置を示

したケーソンの小さな配置図を置いた。この管を回転させることで，当面の処理すべき場所を連

絡することができた。更に，細い棒が管の中を通して降ろされた。そして，その棒の重量は，滑

車を通した紐に取り付けられた上側の重りで相殺されるようになっていた。そして，小さな指標

が上側と下側に取り付けられた。この指標は，垂直板上を上下に動くようになっており，その垂

直板には，“停止”，“開始”，“バケット捕捉”等の文字が印刷されていた。 

 

エアロックの配置も全く異なっていた。今回は 2 基の 2 系統のロックがあり，各々が 30 人の作

業員を収容するのに十分な大きさであった。これは 120 人全員の交代要員が一度のロックで，入

室あるいは退室ができることを意味していた。そして，そのエアロックは，ブルックリンで採用

したようなケーソンの上部に設置する構造ではなく，作業室の天盤中に組み込まれており，実際

には作業室に 4 フィート（1.2m）ほど突出していた。各々のロックは，鉄のシャフトで囲まれた
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回り階段によってケーソンの天端につながっていた。 

 

この配置は，イーズがセントルイスのケーソンで使用したものと基本的に同じであり，この特

殊な構造が，イーズとローブリングが痛烈な仲たがいをする原因となった。おそらく次のような

利点があったのであろう。今回の構造では，作業員達がエアロックから作業室内にすぐに足を踏

み入れることができ，また作業の終了時には高圧の状況で天端まで昇る必要がなかった。 

 

10 月 31 日， 後の木材の段積が完了して，新しい主塔の 初の石材が所定位置に設置された。

12 月 12 日までに，満潮時においてもケーソンを川底に固定できるほど，十分な石材が積み上げ

られた。圧縮空気の充填が行われ，ローブリング，ペイン，コリングウッドと約 30 人からなる１

組の作業班が，ケーソン内に降りていった（水深は 37 フィート（11.3m），ケーソンの木材による

段積は 31 フィート（9.5m）であったので，ケーソン天端は満潮時水位から 6 フィート（1.8m）低

い位置にあり，干潮時水位から約 2 フィート（0.6m）低い位置にあった）。 

 

さらに 2 週間をかけて，ケーソン下端の仮設床面の撤去が行われた。掘削が始まった時，その

作業はブルックリンのような困難な場所は無いことが分かったが，さらにもっと嫌な状況があっ

た。それは，ケーソンが，何年もニューヨークの主要なゴミ捨て場であった場所の中央部に建て

られるということであった。さらに街路の下水管が，今でもすぐ近くで河川に流れ込んでいた。 

 

地盤自体は，下水で黒く変色したシルト質粘土が厚く堆積しており，そこには，動物の腐敗し

た残骸やゴミ，ファリントンが“下水の醜態（sewage abominations）”と呼んだものが混じってい

た。このようなものは全て，塩水の中に埋まっている限り無臭であったが，一旦，黒いズリをケ

ーソン内部でかき回すと，圧縮空気の中でさえ本来の強烈な悪臭を発するようになったと，ロー

ブリングは書いている。悪臭は強烈で，数人の作業員がそれに耐え切れず，地上に避難するのを

補助する必要があるほどであった。ケーソンの底面全体にわたって，水の薄い膜を残すことによ

ってのみ，作業員が働き続けることができた。 

 

しかし，この臭い埠頭泥はわずか数フィートの深さであり，その下にはきれいな川砂と砂利が

現れて，状況はただちに好転した。水の薄い膜を圧縮空気で排出すると，完全に乾いた足元とな

った。またその頃には内部の灯りも十分に機能し，白い天盤と壁との組み合わせで，作業室全体

を昼間と同じくらい明るく照らすようになっていた。それ以降，巨大な木製函体は，極めて迅速

に地中に沈んで行った。 

 

地上では，その情景が大きな活力と目標のひとつとなった。記者は，その情景をこのように解

説している。  

 

ルーズベルト通りの端部，ニューヨーク側主塔の建設現場では，市内で も忙しい状

況が何か月も続いている。何十人もの作業員が，手押し車・煉瓦箱・犬釘・シャベル等

を持って，あちこちに忙しく動き回っている。エンジンは唸りをあげ，桟橋側では荷揚
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船から巨大な櫓を使って巨大な石のブロックを吊り上げ，埠頭の足元から木材を引き揚

げ，締切りの杭を打ち込み，水中の作業員達が利用するための空気を循環・圧縮してい

る。作業員達は，巨大な櫓を造る際に使用する巨大な木材を削り，かんなをかけ，鋸で

引いている。他の作業員達は，砂利をシャベルですくい，セメント用の砂を選り分けて

いる。3 人の小さな作業班は，大ハンマーを使って重厚な木材に巨大な釘を打込み，自

らの仕事を明らかに楽しんでいる職長によって，作業は着実に進められている。何人か

が大きな花崗岩のブロックの間に敷くためのセメントを他の場所に運び，石材への穴明

け・打込み・切削や鉄製レールの運搬など，あらゆる作業は工事が急速に進められてい

ることを示している。 

 

この時点では格闘すべき転石もほとんどなく，実際に砂以外はほとんどなかった。平均的な沈

降率は，1 週で約 2 フィート（60cm）に達していたが，ある時は数週間にわたって 1 日で 6～11

インチ（15～28cm）沈降させることができた。ブルックリン側ケーソンでは，掘削当初の 1 ヶ月

での悲観的な降下率は，1 週で平均 6 インチ（15cm）にも達しなかった。この時点で全ての事が

完璧に稼働していた。浚渫機がウォーターシャフトの下側の貯留池を掻き揚げる際のトラブルも

なく，砂排出管は不思議なほど機能していた。 

 

その配管をどのように利用するかは，それを試してみる時期がくるまで，明確に決めないまま

であった。砂は，イーズによって考案された新型サンドポンプを用いて水と一緒に排出すること

もできたし，圧縮空気によって吸い出すこともできた。後者の方がより単純であり，それが機能

すれば，もちろん経費も節減できる方法であった。それは，大掛かりな換気を行うようなもので

あった。内部が鉄製の外板で覆われた作業室は，実質的に空気を通さない構造であったが，室内

で生存するための新鮮な環境を維持するために，一定量の新鮮な空気をいつも作業区域に注ぎ込

む必要があった。ブルックリン側のケーソンでは，空気が刃先の下側や木製の天盤の中に漏れ続

けていたので，このような問題は発生しなかった。しかし，今回はそのようにして損失する圧縮

空気はほとんどなかった。だからローブリングは，保有している全てのコンプレッサーを利用し

て，配管を通して空気と一緒に砂を排出することを考えた。 

 

そして空気による排出方法が試され，その後サンドポンプの話が出ることはなかった。ブルッ

クリンでの状況を覚えている人々にとって，この方法は，考えられる も円滑な方法であった。

士気は 高潮となった。 

 

排砂管は天盤を通過して作業室の中へ，作業面から 1 フィート（0.3m）程度以内となるように

延長された。砂や緩んだ土，細礫は，管の周りに 2～3 フィート（0.6～0.9m）の高さで円錐形状

にかき集められた。管が開けられると，その堆積物は管の中に消えていった。その方法は極めて

整然として単純なものであり，ケーソンがさらに深くなり，作業室内の気圧がさらに高くなるほ

ど，更に効率的となった。例えば，ケーソンが 60 フィート（18m）ほど沈降したとき，排砂管の

吸引力は，14 人の作業員が１本の排砂管の周りに集まり，全力で管の下に砂をかき集めても，そ

れと同じぐらいの速さで砂が消えて行くほどの能力があった。少なくとも 3 本の排砂管は常時稼
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働しており，およそ 60 人の作業員がこの管への送り込み作業に専念しており，これは，この上も

ないほど も疲れる作業であった。再三再四，作業員を休憩させるために管を閉める必要があっ

た。 

 

砂は，天端に向かって，深刻な問題となるような速度で吹き出した。 初，鉛直の排出管だけ

の時には，砂を空中に向かって 400 フィート（120m）ほど噴射していた。このような強烈な噴出

を直角に向きを変え，ケーソンの傍に係留した大型平底運搬船へ送り込むために，鉄製のエルボ

（曲り管）を管の天端に取り付けた。だが砂の凄まじい噴出は，時にはわずか数分でエルボを削

って貫通してしまった。1 インチ（25mm）厚の鉄管エルボでは，一日の所定作業時間も持ちこた

えなかった。厚い蓋を取り付けたエルボ管や，特殊なチルド鋳鉄5の当て金を試した時には，それ

らは，2 日間だけ持ちこたえた。作業の終盤頃にはエルボ管は全く使用せず，重い花崗岩のブロ

ックを，排砂管の口の真上の支持台に設置するようになった。砂はブロックにぶつかって，反対

側へ落ちるようになった。だが砂の鋭い研磨力は，3～4 日間で，砂が花崗岩のブロックを通過す

るような孔を切削してしまうほどであった。 

 

一度，手漕ぎボートで通りがかり，舷縁で片方の手を休ませていた男性は，排砂管から噴出し

た小石で 1 本の指の先端をふきとばされた。ある時には作業員が同じように腕に孔をあけられた。

そして，下側のケーソン内部では，ある時，ファリントンが不注意にも排砂管の開放端に自分の

手を置き，そこから動かすことができなくなった。彼の腕を数人で引っ張って，何とか彼の腕を

自由にすることができた。その際，彼の手のひら全体が，栓のように管の中に引き込まれていた

ことが判明した。 

 

転石はほんの時々出現し，ウォーターシャフトの真下に現れたとき以外は，少しだけ沈降が遅

れただけであった。ウォーターシャフトの真下に現れた場合には，シャフトには蓋をしてその中

の水を排出し，空になった池から転石を掘り出す必要があり，ブルックリン側で何度も行った方

法と同様であった。だがブルックリン側に比べ，そのような時間の浪費はほとんどなかった。天

端と下端の作業員の間での，ペインが考案した“機械的な連絡方法”は，驚くほどうまく機能し

た。「ケーソンの沈降状況は完璧に管理されている」とローブリングは書いている。実際に作業は，

誰もが期待したよりも，円滑に速く進んでいた。全ての事は，理論的に想定されたように，実際

にはブルックリンを越えるようなことがほとんど発生せず，順調に機能していた。あまり予想外

のことも，起こらなかった。函内での作業員による大量で厄介な掘削作業と，地上での土砂排出

と石材荷揚げの騒がしい作業は，冬まで週 6 日間，日々続けられた。ケーソンは 4 階建てのビル

と同程度の高さとなり，着実に均等で順調に沈降し続けていた。ケーソン内部は 1 日 24 時間，灯

りで照らされており，その背後の地上では，その間ずっと，石灰石のブロックによる巨大な荷重

が，まさに着実に均等で順調に積み上げられていた。 

 

ローブリングとその部下が懸念していたことは，検討すべき 2 件の課題，圧縮空気が作業員に

                                                        
5  チルド鋳鉄とは，外側の硬度が高く内側は粘りのある靭性のある構造をした鋳鉄のことである。具体的には，

チル化という表面の冷却速度を早めることで，金属組織的には硬くてもろいセメンタイトの量を増やす処理を

行った鋳鉄を表す。 http://www.toishi.info/metal/chilled.html 参照：2016-05-12  
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与える影響と，沈降作業を停止すべき深度であった。ブルックリンでは，出現したありとあらゆ

る地層と格闘する必要があり，高圧下の作業における身体的不快感は問題の一面に過ぎなかった。

だがここでは，大型のバーリー圧縮機の水銀計は，ケーソンの沈降とともに着実に徐々に上昇し

続けていた。 

 

2 フィート（60cm）沈降するごとに，圧力は 1 ポンド（0.07 気圧）ずつ増加していた。12 月 18

日，ケーソンが水深 37 フィート（11.3m）の河床に着床した時の圧力は，17 ポンド（1.2 気圧）

であった。ブルックリン側では，ケーソンが 45 フィート（13.7m）の深さで停止したときの圧力

は，わずか 21 ポンド（1.47 気圧）に上昇しただけであった。しかし，ここではそもそも水深がか

なり深く沈降も容易に進み，45 フィート（13.7m）に達するのに僅か 1 ヶ月ほどしかかからなか

った。しかも，ケーソンの底が河床から僅か 8 フィート（2.4m）沈降したとはいえ，河床の上に

はまだ 23 フィート（7.0m）が残っていた。すなわち，巨大な木製の天盤のほとんどが，依然とし

て周りを水に囲まれた状態であった。また基盤までも遠い道のりであった。しかし，ブルックリ

ンとちょうど同じ深さ 45 フィート（13.7m）で，作業員の何人かは，かなりの苦痛を感じ始めて

おり，少数ではあるが激痛を感じるものもいた。 

 

ケーソン内部で常に作業に従事している人数は，昼間では 50～125 人，夜間では 15～30 人と異

なっていた。当初の労働時間は，2 時間休憩を挟む 4 時間毎の 2 交替制としていた。しかし，45

フィート（13.7m）時点で，ローブリングは，ケーソン内の作業員の労働時間を 2 交替で 7.5 時間

と，僅かに短縮する指示を出した。50 フィート（15.2m）で，圧力はさらに 2.5 ポンド（0.175 気

圧）上昇し，作業時間を再度 30 分短縮した。大多数の作業員は，この時点で難儀していた。例え

ば，作業交替時に地上まで昇ることがとても疲れるようになり，ローブリングは 1 基の周り階段

を取り外して，イーズがセントルイスで実施したように，蒸気エレベーターを設置したほどであ

った。 

 

ただし，ケーソンが 51 フィート（15.5m）の深さに到達する 1 月下旬までは，作業員達に深刻

な影響は認められなかった。この時点，ケーソン内の圧力が 24 ポンド（1.78 気圧）に達した時点

で，ローブリングは医者を現場近くに待機させるべきであると判

断した。 

 

 

 

医者の名前は，アンドリュー・H・スミス（図-13.36）であった。

彼は，ニューヨーク居住者で，元軍医，外科医であり，マンハッ

タン眼・耳鼻咽喉病院の咽喉の専門医であった。彼は，ローブリ

ングとほぼ同年代の男性であった。彼は 9 年後，致命傷となった

暗殺者による弾丸の場所が議論の的となった第 20 代アメリカ合衆

                                                        
6  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2262766/ （参照：2016-05-09） 

図-13.3 アンドリュー・スミス

(不明～1910) 
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国大統領ガーフィールド7の遺体の検死解剖を実施して，全国的な名声を得た人物である。とはい

え，潜函病に関するスミスの先駆的な仕事はとても重要なことであった。彼の肩書きはニューヨ

ーク橋梁会社の指定医であり，イーズの顧問医師であったジャミネット博士やその他の数人のセ

ントルイスの医者を除けば，圧縮空気によって引き起こされる不可解な疾患の原因究明に際して，

あらゆる医学面での素養を持った唯一の人物であった。 

 

スミスは，その任務をとても真摯に捉え，すぐに活動した。その第一歩は，ジャミネットが 2

年前にセントルイスで行ったように，一連の規則を作成することであった。この規則は，埠頭の

周辺とケーソン内部に目立つように掲示され，次のように書かれていた。 

 

(1) 空腹の状態でケーソンに決して入らないこと。 

(2) できるだけ肉食をとり，暖かいコーヒーをたくさん飲むこと。 

(3) ケーソンから出る際には，常に更に衣類を着込み，寒さへの露出を避けること。 

(4) ケーソンから出た 初の 1 時間は，あまり動き回らず，できれば横になること。 

(5) 酔うような飲酒は控えること。全く飲まないほうがよい。 

(6) 毎晩，少なくとも 8 時間の睡眠をとること。 

(7) 毎日，便通があることを確認すること。 

(8) ちょっとした病気でも，ケーソンには決して入らないこと。 

(9) 職場での病気の全症例を，たとえ家に帰った後で発病したしたものであっても，すぐに報

告すること。 

 

次に，彼は全ての作業者に健康診断を受けさせた。それは，心臓や肺疾患をある者，そのよう

な作業に長年従事している者，全ての明らかな酒飲みを除外する考えからであった。それ以降，

新たにケーソン内の作業に従事する全ての者は，彼が署名した労働許可を取ることが義務つけら

れた。そして，実際には数人が拒絶されただけであったが，健康診断と医者の許可が必要となる

との認識は，それに該当する体調が良くない多くの人々の就労を間違いなく阻止した。 

 

いずれにせよ，スミスは，自分が承認した作業者が 高の体調であることを確信していた。ま

た，彼は，各々の作業者が高圧状況から出てくるたびに，一杯の濃いコーヒーを飲むように気を

配った。スミスは「そのことは外気へ戻る際の徴候であった神経的な疲労を，多少軽減するよう

に見えた」と書いている。また，特別な休憩室を整備し，作業者がそれぞれの作業の後のひと時

を静かに過ごせるように，彼は 善を尽くした。だが，一旦ケーソンから出て後，大部分の作業

員が次に向かう場所は， も近くにある居酒屋であった。そこでは，仕事で生じたものすごく麻

痺したような疲労感や明白な痛みを，医者の言うコーヒーや会社が用意した狭い寝床で時間を費

やすより，かなり早く治すことができると，彼らは信じていた。 

                                                        
7 ガーフィールドは 1881 年 7 月 2 日に首都ワシントンの鉄道駅でチャールズ・ギトーによって銃撃され，長期の

療養を余儀なくされたが，約 2 ヶ月後に死去した。弾丸はガーフィールドの体内で発見することができず，医師

が弾丸摘出のために滅菌しない指で患部を探ったり，手を突っ込んだり，針で肝臓を傷つけるなどの荒療治がな

かったら死ぬことはなかったとされる。 
https://ja.wikipedia.org/wiki/ ガーフィールド大統領暗殺事件 （参照 2016/5/14） 
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若いスミス医師が，作業員達の勤務時間外の休養や，彼らのほとんどが耐えている生活状況に

関して，勘違いをしていたわけではない。多くの作業員は，彼らが“宿舎”と呼ぶおそらく湿っ

た地下室や，共同住宅の 1 軒で眠っていることを，彼は知っていた。なお，1870 年の国勢調査で

は 14,782 軒の共同住宅があったと記録されている。共同住宅には 1 部屋に 30 人が住むのも稀で

はなく，街路や悪臭のする共有のホール・台所に通じる唯一の廊下からの，灯りと換気のみがあ

るような住居であった。作業員の年齢は，スミスの記録によれば，18 歳から 50 歳の範囲に及ん

でいた。全員が米国籍であったが大部分はアイルランド人で，共同住宅での生活以外のニューヨ

ークのことを何も知らない移民であることも，スミスは分かっていた。ケーソンでの 1 日の労働

を終えて彼らが帰る家庭の近隣は，はしか・ジフテリア・猩紅（しょうこう）熱・インフルエン

ザの発症場所として有名だった。そのような状況があふれている通りで，にぎわいのある場所の

一つが居酒屋であった。スミスは「多くの作業員の習慣は，確かに健康に好ましいものではなか

ったが，注意してできることは，その行き過ぎを止めることだけであった」と書いている。 

 

スミスは，ローブリングの要請でブルックリン側ケーソンに 1～2 度入ったことがあった。そし

て今回再び，ブルックリンの時のように非常に興味深いことに気づいた。それは，高圧下で作業

員が他の作業員に話しかけるとき妙に甲高い声になることと，高圧下では口笛を吹くことが身体

的にできなくなることである（呼息筋を 大限に使っても，口腔のなかで空気密度を著しく高め

るには不十分であり，それゆえその吹き出しで音楽を奏でるほどに十分に拡張できない）。また彼

は，作業員達が高圧のもとで呼吸が速くなっていることにも気づき，彼らが呼吸することにも苦

しんでいると考え，彼自身の胸の周りに鋼製巻尺を巻いて，ケーソンの内外で自らが測定した寸

法を比較した。高圧の下での彼の胸の拡大は，通常時のほぼ 2 倍となっていることを発見した。 

 

彼は，血液循環への影響を研究して，通常の脈拍がケーソンに入ると同時に急上昇する可能性

がある反面，1 時間ほどで標準あるいは標準以下にも下がることを発見した。脈拍数への影響は，

それが減少することであった。この原因は，高圧が動脈に影響を与えていることであると考えた。

「それゆえ脈拍が減少し，過酷で，筋肉が堅く突っ張ったようになっている」 

 

ケーソンから出てきた全ての作業員は，顔色が悪い状況が 20 分間ほど継続し，腕がわずかに委

縮し，指先がまるで長時間水の中にいたように皺が寄っていることに，彼は気づいた。ケーソン

内部で，彼は数人の作業者の体温を測定し，普通よりも 1～2 度8（0.6～1.1℃）程度高いことを発

見した。全ての作業員が熱を出していると判断し，この原因は高圧で飽和した空気であり，通常

のように蒸発によって身体が冷やされるのを阻止していると，彼らに教えた。その理由は作業員

がいつも汗で濡れているからであると説明した。それは，彼らが通常よりもたくさんの汗をかい

ているのではなく，空気がちっともその汗を乾燥させていないということであった。 

 

これまでの医者と同様にスミスも，ケーソン内での作業が食欲を増進するように見えるという

認識であった。彼が信じていたこの認識は，一般に細胞組織のさらなる消耗が原因であり，その

                                                        
8  体温の単位は華氏。摂氏への変換は，華氏＝1.8×摂氏＋32。 
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細胞の消耗は，酸素吸入の増加によって発生するという考えであった。だが，彼はそのことに関

して完全な自信があったわけではなく，他の多くの要因も考えていた。彼が言ったように，基準

とするような信頼できるデータもなく，作業員達は特に協力的でもなかった。彼の理論を検証す

る方法は，ひいき目に見てもかなり粗雑であった。例えば，高い気圧が細胞の変質にどんな影響

を及ぼすかを調べるために，彼は 4 羽の健康な鳩を使って各々の翼の下に傷をつけ，ケーソンの

中に 2 羽を連れてゆき，他の 2 羽を埠頭で設立した仮設病院で飼っておいた。しかし，6 日間経

っても，彼はその４羽に明確な違いは認められなかった。鳩の傷は全てほぼ同程度に癒えており，

同じような健康状態でいるように見えた。 

 

少し後で，彼は犬をケーソン内に連れてゆき，7 時間そこで過ごさせた。その後，彼は自らケ

ーソンに降りて行き，その犬を青酸で殺し，その首を開けて血液試料を採取して地上に持ち帰り，

その酸素含有量がどのようになっているかを調べた。犬の血流に入り込んだ少量の空気は，通常

では肺を通じて排出されることを，彼は認識していた。だがことによると，高圧状況にいる時間

は，血液中に通常の方法で排出できない空気が生じたのではないかと推測していた。だが死んだ

犬から採取した試料は，そのような状況を示していなかったので，その取り組みを断念し，真実

にかなり近づいていたことを，全く認識することはなかった。 

 

だが彼が，何にもまして心配したのは作業者の苦痛であり，ケーソンが沈降を続けるにつれて，

彼らの苦痛は何倍にも増加した。スミスは毎日出勤し，あらゆる徴候を調査し，注意深く記録を

取っていた。彼は，症状の化学的あるいは生理学的な的確な原因に対する指針を示せなかったけ

れども，作業者が間違って行っていることや，圧縮空気の影響で突然倒れるような症状を防止す

るための対策について，彼独自の何らかの考えを持ち始めた。なお，その症状とは，“まるで弾丸

に撃たれたような症状”と一般的には説明されている。 

 

この頃に，ケーソン内での作業員の一人にフランク・ハリス（図

-13.49）という小柄なアイルランド人の少年がいた可能性がある。

その後，彼は英国の文学者の一人となり，センセーショナルな自

叙伝『わが生と愛』を著した。ハリスは米国に到着後，数日して

ケーソン内で働きだし，当時わずか 16 歳であったと述べている。

その後何年も，彼はその経験について何も書いておらず，彼の説

明は不確かな内容となっているかもしれない。だが，彼は現実と

想像を区別できない生涯であったことも知られており，彼が述べ

ていることは，実際にあった状況かもしれないし，そうでなかっ

たかもしれない10。それでも，それは作業員自らの視点で書かれ

た極めて数少ない報告の一つであり，彼らが潜函病に罹ってしま

うものすごい恐怖感を鮮明に伝えている。 

                                                        
9 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frankhar.JPG （参照 2016-05-15） 
10 ハリスは，ケーソンが鉄で造られていると思っていた。彼は，作業室が小さかったと記述しているが，実際に

はとても巨大であった。そして，支払われた賃金や，勤務時間，ロックの内の所要時間などは，記録と一致しな

い。 

図-13.4 フランク・ハリス 

(1856～1931) 
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飾りのない作業の準備小屋で，作業員達は「誰も“潜函病”にかかることなく長期間

働くことはできない」と私に教えてくれた。“潜函病”は結び目のように体を捩じり，し

ばしば終生の肢体不自由者にしてしまう痙攣性の発作の一種であった。彼らは，すぐに

全ての手順を私に説明した・・・。我々が“エアロック”に入り，エアコックを圧縮空

気側に回すと，作業員が耳に手を当てたので，私もすぐにそれを真似た。なぜなら，痛

みが激しかったからである。実際に，圧縮空気の導入が早過ぎると，耳の鼓膜がしばし

ば押し込まれて，破裂する。私は，圧力に備える 良の方法が，唾を飲み込み続けるこ

とであると知った・・・。 

 

圧縮空気が充満すると，エアロックの扉が触れるだけで開き，我々全員は降りて行き，

砂利の多い地盤で鶴嘴
つるはし

とシャベルで作業を行った。すぐに，私の頭痛は激しくなった。

我々6 人は，およそ華氏 80 度（27℃）の小さな鉄製の作業室の中で，腰回りをむき出し

にして作業を続けた。5 分ほどで汗がどっと出てきた。我々はその間いつも，ひどい圧

力による体温上昇を防止するためだけに用意された冷えた水の中に入っていた。頭痛に

気づかなくなるのも不思議ではなかった。作業員達は一度に 10 分間以上働かなかったが，

私は絶え間なく働き自分が役に立つことを証明し，常雇いになろうとした。ただ 1 人の

作業員，アンダーソンというスェーデン人だけは，とにかく一所懸命働いていた・・・。

アンダーソンは請負人に知られており，我々の作業班の班長と同じように，賃金の半分

にあたる別手当を得ていた。彼は，私に好きなだけ長期間働けることを保証してくれた

ものの，月末には辞めるように忠告してくれた。それは不健康すぎる仕事だったからで

ある。とりわけ，私は飲酒することができず，余暇の全てを屋外で過ごさなければなら

なかったからである。ケーソン内での 2 時間の作業の後，我々は徐々に“減圧”するた

めにエアロックに入り，我々の血管内の気圧が，通常の圧力となるまで徐々に下げられ

ていった。作業員達は服を身につけ始め，一瓶のシュナップス（アルコール度の高い蒸

留酒）を回し飲みした。だが私は，湿ったネズミのように急な寒さを感じ，気分が悪く，

吐くほど弱っていない限り，酒に手を出すことはなかった。地上の小屋で，私はアンダ

ーソンと，１杯のホットココアを飲んで身震いを止めた。そして，私はすぐに午後の苦

難に立ち向かうことができるようになった。 

 

 

それでも，彼は 1 日で 2 週間分の賃金を稼ぐことができたと述べている。もし彼が 1 ヵ月間働

き続けることができれば，彼は 1 年間分の生活費を十分に稼げたであろう。しかし，5～6 日目に，

彼は耳に猛烈に突き刺すような痛みを発症し，耳が聞こえなくなるかもしれないと告げられた。

彼が下宿していたセントラル・パークの傍の掘立小屋のアイルランド女性の治療で，回復するこ

とができた。その治療は，“焼いたタマネギを 2 つに切り，それぞれの耳にフランネル包帯できつ

く当てておく”方法であった。ハリスは，その治療が魔法のように効いて数分でその痛みが和ら

いだと，語っている。しかし幾日もたたずに彼は，作業員の一人が倒れて，地面でのたうちまわ
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り，鼻と口から血を吐いたのを見た。それは，若いハリスがその後すぐに仕事を辞める決心する

のに十分な出来事であった。その後，彼は，男性の足が“三つ編みにされた髪のようにねじれた”

と言うような表現をする作家となった。 

 

 

 

スミスは，1872 年 1 月 25 日にケーソン作業者の医療管理を引き受け，彼が辞任する 5 月 31 日

まで勤務した。その間に，彼が直ちに圧縮空気によるものと考え，治療を必要とするほど重症な

110 の症例があった。だが，全ての作業員が痛みや不調の症状を訴えたわけではないことを，彼

は十分に認識していた。もし自分が潜函病（Grecian Bends）に罹ったことが知られると，そのう

ちに再雇用されないかもしれないという意識があったからである（その意識は，1870 年代ではま

だ使用されていなかった言葉である“サンド・ホッグス（sand hogs）”という，次世代でおそらく

更に見識のある世代の間にも残存している意識であった）。ローブリングが彼自身の報告書に記述

しているように，どのような形にせよ，激しい痛みの影響を被らなかった作業者は，ほとんどい

なかった。マーティンとコリングウッドの両方とも，発作で苦しんだ。チャールズ・ヤングとい

うブルックリン側ケーソンで，ローブリングと同時期に倒れた現場監督は，再び圧縮空気による

多くの症状を発症し，医者の忠告でケーソン内での現場監督を辞任し，代わりに埠頭での作業を

監督する仕事に就いていた。 

 

しかしスミスは，それらの症例について，治療して研究することができ，ノートにかなり多く

の記録を残している。例えば， 

 

ケース 11－E・ライリー 

発症 2 月 16 日，ケーソンを出て 1 時間後。圧力 26 ポンド（1.82 気圧）。上腹部痛みと足

の痛み。知覚喪失無し。大量発汗による寒気。発症 2 時間後の診察時の脈拍数は 96 であ

った。痛みは，当初はものすごく激しかったが，診察時にはほとんど無かった。少量の

ブランデーと，茶さじ一杯の麦角流動エキスを投与。10 分後に脈拍数は 82 にまで低下。

その翌日には仕事を再開することができた。 

 

ケース 12－ジョセフ・ブラウン，現場監督，アメリカ人，年齢およそ 28 歳。 

発症 2 月 28 日，3 時間の監督を終えて約 1 時間後。左の肩と腕に過度の痛みが突如発生，

ナイフで突き刺すような痛み。痛みは午後の監督のために再びケーソン内に入るまで続

いたが，その後すぐに消滅。 

 

ケース 13－ヘンリー・ストラウド，職業は潜水夫，4 月 2 日朝から作業を開始した。

初の監視を終えて出てきて 30 分後，右側が麻痺して力が入らない症状，めまいと嘔吐も

有り。この後に，全身にわたって激痛が続いている。過度の発汗。覚醒剤と麦角を処方

し，5 時間で家に戻れるほどに回復。 
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ケース 14－ジョン・バルナボ，イタリア人，42 歳，3 月 13 日に報告，荷馬車で帰宅中，

両腕に激痛を伴って発症。この後に視野の薄暗さと軽度の意識喪失が続く。手足は非常

に冷たい。この状況が 2 時間継続。3 日間の安静が必要であった。1 週間後，胸のあたり

がとても圧迫されている感じが残り，働くことができなかった。治療は実施せず。およ

そ１ヶ月前にも，同様の軽い症状があった。 

 

 

足の激しい痛みは， も一般的な初期症状であった。時には，主として膝の痛みが一晩中続き，

まるで関節がばらばらに激しくねじられ，更に悪いときには，あらゆる筋肉が骨から引き離され

るように感じることもあった。その痛みを本当にうまく説明する方法はないと，大部分の作業者

が述べた。現代の医学書では，深部痛で過酷な痛みをともない，痛みは，ずきずきする症状では

なく“それが厳しいとき，局部的な麻痺・衰弱・失神は，睾丸への強打による吐き気を催す痛み

に似ている”と説明されている。 

 

4 ケース中の 1 件の症状では，めまいと複視，度重なる嘔吐を伴っていた。患者は，いきなり

よろめき始め，身体を屈めて，ものすごい吐き気を催して，倒れたようである。時には全く痛み

が無く，まさに広範囲に麻痺した感じとなり，歩いたり，まっすぐ立ったりすることができなく

なった。 

 

発症した患者は，痛みがあるかどうかにかかわらず，常に顔全体に冷や汗が浮き出た鉛色の表

情をしていた。それは，おそらく切迫した衝撃の兆候であった。作業員達は，胸と内臓の耐えが

たい痛みも訴えた。何人かは，まるで脳卒中で倒れたように，会話が不自由になっていた。多数

の症例で，膝・手首・肘の関節がどれも形がくずれて膨らんでおり，触ってみると高い熱を出し

ており，ひどく変色してとても敏感になっていた。 

 

4 月の 初の週までに，ケーソンは 60 フィート（18.3m）以深まで降下しており，依然として

確実に沈下し続けていた。そして発症状況は，実際に非常に深刻となっていた。スミスが採用し

た治療法は，全てとても単純なものであった。痛みの軽減には即座に麦角を，時には多量に与え

た。あるいは，ウィスキーとショウガを少しずつ与えた。または，抗痙攣薬として使用される有

毒アルカロイドであるアトロピン11を注射した。何ら効き目のない場合には，モルヒネを使用した。

平均的な症状は，通常の場合ほんの数時間しか続かなかったので，症状がひどい患者に対する治

療は，単純に患者が何も感じなくなるほど大量に薬を投与することであった。 

 

膨れた関節には，熱い湿布薬を塗った。麻痺した足は熱浴に浸漬し，腕は氷に漬け，脊柱には

氷水をかけた。胃がむかつく男性には，わずかな氷や，塩化第一水銀を 1 スクループル（約 1.3g），

すなわち白色で無味の下剤の 20 粒を匙で食べさせた。これらの治療は，時には効果があり，ある

いは効果があったように見えた。しかし，労働者や監督を務める技術者には，スミスが何をした

                                                        
11 アトロピンは、抗コリン作用を有する薬物である。副交感神経の作用を抑制し，胃腸管の運動抑制，心拍数の

増大などの作用がある。 https://ja.wikipedia.org/wiki/ （参照 2016-05-17） 
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かはあまり重要でないという考え方が浸透していた。コリングウッドが，その春以後の土木学会

の総会で言及したように，あらゆる作業者のほとんどが，発症した回数の多少にかかわらず，結

局のところ 終的には回復したようである。 

 

少数例であるが，作業員の症状が回復した後で，仕事への復帰を報告したとき，スミスは他の

仕事を見つけるように告げた場合もあった。例えば，パトリック・ロジャーズというブルックリ

ンから通っていた 40 歳のアイルランド人の男性は，ある夜の帰宅途中のフェリーのうえで，突然

に右側半身全ての感覚が無くなり，その後すぐに，立ち上がることも筋肉を動かすこともできな

くなった。船が埠頭に到着した時，彼は馬車に乗せられて家まで運ばれた。スミスが記録したほ

とんどの事例と同様に，ロジャーズの痛みもものすごく，12 時間近く続いた。だが，彼はケーソ

ン作業に戻り，再び下側に降りる準備をしていた時，スミスに継続的な胸の震えを訴えた。その

時スミスは，彼にその仕事を辞めて戻らないように助言した。 

 

他の多くのブルックリン出身者は，スミスによってブルック

リン市民病院に送られた。面白いことにそれらの症例に，そこ

の病院の若いインターンであるウォルター・リード博士（図

-13.512）が，特に強い関心を示した。なお後に，彼は黄熱病に

関する研究成果で，世界的に有名な医者の一人となった。スミ

スと同様にリードも，治療を受けに来たケーソンでのそれぞれ

の被害者について詳細に記録し，その後スミスに引き継いだ。

ローブリングが書いているように，スミスの尽力と成果は，将

来の工事に役立つように，いつかは公表されることが望まれた。 

 

スミスは，“ベンド（bends）”という用語を決して使わなかった。彼はそれをケーソン病（caisson 

disease）と呼び，その名称を初めて使用したのは彼であり，それが現在でも正式な名称として使

われている。彼は，その病気の歴史的な面まで踏み込んで，称賛に値するほど多くの独創的な研

究を行った。また彼は，その前年にセントルイスで出版された長い報告書に，ジャミネット博士

が書いていた内容についても精通していた13。スミスは，ジャミネットの所見が極めて貴重である

ものとして記述しているが，ジャミネットの基本的な治療方法が，単に患者をあおむけにして，

その足をわずかに持ち上げ，ウィスキーまたは牛肉の煮出し汁を投与しているだけであることを

特に残念であると感じていた。 

 

スミスは，自分が読んだ資料や自らの治療所見から，数多くの見解をまとめた。そのうちの数

件は，約 25 年前のフランスで得られた結論と同じであった。疾患は増加した気圧によるものであ

るが，常に圧力が開放された後に生じていると判断した。疾患は，人が高圧下にいる間には決し

                                                        
12 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WalterReed.jpeg （参照 2016-05-17） 
13 イーズは，1871 年 4 月初旬に，彼の橋梁で，ミシシッピ川に 136 フィート（41.5m）の深さのケーソンを有す

る東側橋台を完成させていた。イーズも，費用の前払いや，当初の見積もりの 2 倍近くになった建設費に苦労し

ていたが，1871 年 10 月，ニューヨーク側ケーソンでの工事が始まる前に，イーズは，一番大変な問題点は，全て

現時点で克服できたと書いている。 

図-13.5 ウォルター・リード 

(1851～1902) 
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て発症せず，その後に限って発症する。このことは，ほとんどの人に当てはまることが明らかに

なった。だから，疾患の主要因は，エアロックから出るのが早過ぎる可能性が非常に高いと，判

断した。「確かに，十分な時間をかけてエアロックを通過させておけば，疾患は決して発症しない

ということは十分にありえる」と書いている。これは，フランスの鉱山技師 M・B・ポールが 1845

年に結論づけたことであり，後の 1854 年に発表されたとても興味深い論文の中で詳述したものと

一致することを，スミスは認識していた。ポールは「経験から判断すると，その悪影響は，高圧

環境から標準気圧への移行速度に比例している」と書いている。セントルイスでは，ジャミネッ

トも自分自身がひどい発作に罹った後で，同じような考えを思いついたが，入函する時にゆっく

りと圧力を増加させることのほうが，更に重要であると考えた。スミスは，ケーソン内での彼の

経験から，そのような苦痛は少しも被ることはなかったようである。 

 

作業者がエアロックから出た後の行動がより楽になるように，その場所で途中に踊り場の無い

長い一続きの階段を登る必要がないようにと，スミスは勧告した。イーズのようにシャフトの底

にエアロックを配置したことは，大変な間違いであったと述べた。ブルックリンの配置のほうが

適切であった。ブルックリンの方法では，エアロックを出た後すぐに身体が多少弱った状況で階

段を昇るのではなく，気圧の高い状況のままで昇っていた。ローブリングが設置したエレベータ

ーは賢明な手段であったが，その問題を全面的に軽減することはなかった。 

 

だがスミスは，実用面でエアロックから退出する手順をどのように変更すべきかについては，

解明していなかった。ある人にはロック内の時間が十分であっても，他の人には短すぎるかもし

れず，ロック内の時間を著しく延長すると，作業できる時間がより短くなってしまうと，彼は推

論した。橋梁会社にとって，工事の遅れは非常に高くついてしまうはずであった。また，作業者

自身もそのような対応は望まなかったはずである。何とか実施できることは，エアロックの所要

時間を圧力に比例させる程度であると，彼は結論づけた。だが，その時間でさえ周囲の事情に合

わせる程度が精一杯であった。ニューヨーク側ケーソンに対して，スミスは，付加した大気圧ご

と，すなわち付加圧力 14.7 ポンド（1 気圧）ごとに，エアロック内に少なくとも 5 分以上留まる

という規則を作成した。スミスが要請したこの規則は，ケーソン内で付加される圧力 3 ポンド（0.2

気圧）に対して，退出するために 1 分以上をかけることを意味している。すなわち，圧力が 30 ポ

ンド（2 気圧）となる 65 フィート（19.8m）の深さから退出する人は，エアロックで 5 分間留ま

ることとなり，圧力が 33 ポンド（2.25 気圧）となる 75 フィート（22.9m）では，およそ 6 分間留

まることになる。言い換えると，スミスはあまり長い時間を要求してなかった。それでも，その

規則は，ほんのたまに次のようなことが発生した。「作業員達は，早く家に戻りたいという当然の

焦りで，エアロックでの遅延にイライラするので，エアロックの操作者には，エア排出コックを

安全性確保のために決められた量より更に開けないように，たいへんな意志の強さが必要であっ

た」と彼は落胆した調子で書いている。そのような対応の 初の段階の一つとして，信頼できる

エアロックの操作者を雇用しなければならないと，彼は述べている。 

 

しかし，スミスは，不可解な疾患の主要原因として急速な減圧を認識したにもかかわらず，発

症のしやすさは，彼が言うような“特異体質”の問題が依然として大きいことを，確信したまま
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であった。彼の言い方では，一部の人々が，他の人々に比べて単にとても発症しやすかった。ま

た，ある特定の人々が，雷雨の直前に関節が痛み出す体質であることは，広く知られていたよう

である。彼が述べたように，これらの痛みは一般にリウマチの特徴で，湿気に起因するものと考

えられていたが，その時点で，スミスは別の考えを持っていた。ケーソン労働者を苦しめていた

痛みはまさに同じものであり，ただ確かに非常に強烈な痛みである。だから十中八九，自分の骨

で天候を感じることができる人は誰でも，実際には気圧の変化を感じている。そして，一部の人々

がそのことを感じることができ，他の人が感じることができないというように，一部の人々だけ

が，他の人々が発症しないケーソン病を発症するのであろう。 

 

肥満した人々と大酒飲みが，他の誰よりも罹りやすいと，彼は確信していた。また，新たに作

業に入った人々は，相当の期間ケーソンに入っている人々よりも疾患に罹りやすい状況にあるた

め，その人々にはゆっくりと圧力を上げていった。新しい作業者達は， 初の一週間に もひど

く苦しんだと記録している。彼の見解による理想的なケーソン内労働者は，ワシントン・ローブ

リングに提出した記述によれば，何よりも彼と同じ 20 代あるいは 30 代で，中背で痩せた男性で

あった。 

 

しかし，スミスの主張でより重要なことは，作業者が曝された圧力の大きさとケーソン内で費

やした時間が，急速な減圧と同じくらい重要な問題の一部であった。したがって，この点では，

彼はイーズやジャミネット，ローブリングと，全く同意見であった。「あらゆる観察者の証言から，

発症の傾向は，ケーソン内での滞在期間に正比例している」と書いている。ブルックリン側ケー

ソン内で火事の夜にローブリングが倒れたことに対する公式の説明は，彼がケーソンから退出す

る時間が早過ぎたのではなく，ケーソン内に長く留まりすぎたからということであった。スミス

はその説明に同意した。実際にその説明は，彼が問題の核心に関して行きついた結論に，完全に

沿ったものであった。 
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第 14 章 大胆な治療法 

 圧縮空気を用いた工法が広範囲の建設工事に適用でき，多くの

独特な利点があることが，今では実証されたので，その適用にお

ける主要な難点，すなわち作業者に対する苦痛や危険を， 低限

になるように軽減することは，極めて価値がある。このために私

は次のような提案を行う・・・。 

医学博士 アンドリュー・H・スミス 

ケーソン病を含む高い気圧の影響について 

 

スミス（図-14.11）は，ケーソン病は力学的原理で説明でき，

循環器系に対する異常に高い気圧の影響が，その原因であると述

べている。圧力作用下での血液は，“圧倒的な体力に従わない限

り”通常の生理的要求に従って流れることはない。彼は，ケーソ

ン内部では身体を覆う密度の濃い空気が，血液を身体の表面から

身体の中の方に押し込んでいると考えていた。彼は，血液が身体

の表面から中の方に流れ込み，圧力と釣り合うまでそこに蓄積す

ると，彼は記述している。 

 

しかしながらスミスは，人間の血流循環が，そのような不自然

な状況を少しずつ経験する場合には，何とかその状況に適合できると考えていた。そして，人は

濃い空気の中に長くいるほど，空気がより濃くなるほど，血流循環にさらに影響が出るはずであ

る。しかし，圧力が突然取り除かれた時，例えば作業員がエアロックを通過する際の滞留時間を

確保しなかった場合には，血管は一瞬のうちに普通の状況に戻ることができず，適切な血流に素

早く，十分に回復せず，機能障害が起きると考えていた。 

 

急速な減圧が，不可解な病状の原因というスミスの指摘は，全く正しかったが，その理由の説

明は間違っていた。減圧をもっと遅くするという彼の要請は，確かに適切な方向への立派な処置

であり，その当時では，とても慎重な方法のように思われた（例えば，セントルイスでジャミネ

ット博士は，圧力が 6 ポンド（0.42 気圧）高まる毎に，作業者に対しエアロックでの滞留時間を

1 分間延ばすように要請していた。このことは，その問題に対するスミスの確信が，おそらく倍

ほど強かったことを示していた）。だがそれでも，予防措置としてのスミスのエアロックの新しい

退出手順は，それが遵守された時でさえ，実質的な効果がほとんど無いくらい不十分であった。 

 

実際に不可解な疾患は，血流循環における速過ぎる減圧の影響で発生しており，スミスが到達

した結論そのものであった。足の疼痛や麻痺，はれた関節，つらい腹痛は，気圧の急激な低下に

よって，血流内や身体の組織に溶解していた窒素が気泡として分離することが原因であった。 

 

                                                        
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2262766/ （参照 2016-05-09） 

図-14.1 アンドリュー・スミス 

(不明～1910) 
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通常の窒素ガスは高圧下で血液内に高濃度で溶けており，圧力が急激に解放された場合，気体

状すなわち泡の形に戻る。体液内で発生したそのような気泡は，大きな障害を引き起こす可能性

がある。例えば脊髄で発生すると，全身麻痺を引き起こす可能性がある。だが圧力が徐々に解放

される場合は，窒素はゆっくりと溶け出して肺から排出される。 

 

潜函病の激しい疼痛は，血流による酸素供給が停止することが原因である。急速な減圧によっ

て発生した窒素泡は，物理的な閉塞と同様に，細胞組織に赤血球内の酸素を供給している血流を

閉塞させる。赤血球が窒素泡を通過することができず，細胞組織には必要な酸素が供給されず，

その結果，ひどい疼痛が発生する。酸素を供給する血流のこのような減少は，虚血と呼ばれるも

のであり，心臓発作を起こすものと非常に似ている。 だから潜函病の発作は，身体の種々の部位，

ほとんどの場合が手足や関節における心臓発作に例えられるのかもしれない。 

 

ケーソン内の圧力レベルとケーソン内での人の滞在時間は，潜函病の発症に直接関係している。

だからスミスが，圧力が極端に高い場合のケーソン内やトンネル内での作業で，できるだけ短い

作業時間とする方針に固執したことは正しかった。スミスが示した 9 項目の規則は，理にかなっ

た方針であった。なぜなら，その規則が作業者の全体的な健康や健全性の一因となり，健康で健

全な作業者は，そうでない人よりも潜函病の犠牲者になりにくかったからである。スミスが推測

したように，太った人も罹りやすい傾向がある。脂肪組織には，窒素泡が集まりやすく溶けやす

い傾向があるからである。そして，潜函病について現在知られている全てのこと（その後の建設

工事の経験や，潜水の研究や宇宙での問題）から，まさにスミスが宣告したように，実際に病気

に罹りやすい人と，そうでない人が存在するのは事実である。 

 

スミスは，実際に熱心で知的な観察者であり，その業績は大いに称賛を受ける価値がある。減

圧をゆっくり行うという彼の主張は，謎を解く鍵であった。唯一の問題は，彼がそのことを十分

に詳しく，どこにも伝えなかったことである。 

 

作業者の健康状態は，主としてケーソンから出て通常気圧に戻る際に，急激で大きな変化をど

の程度受けたかに依存していた。損傷を受けた場合に潜函病は発症した。ケーソン内での時間，

作業者が働いていた時の圧力の程度，作業者個々の体質と状態，ケーソンの内外の温度でさえ，

すべて重要な寄与因子であった。だが本当に重要であったのは，退出時の速度であった。なお，

現代の標準に従うと，ニューヨーク側ケーソンにおける作業者のエアロックからの退出時間は，

スミスが要望したように対処し，ロック内での時間を数分間余分に確保したとしても，どうしよ

うもないほど短いものであった。今日，減圧に関して一般的に認められた安全な時間は，1 気圧

につき 20 分以上，すなわち圧力 1 ポンド（0.07 気圧）につき 1 分以上となっている。したがって

その標準に従うと，ニューヨーク側ケーソンで 1872 年 4 月の 65 フィート（19.8m）の深さから退

出する全ての作業者は，エアロックの中で，平均的な 2～3 分とか，スミスが勧告したような 5～

6 分ではなくて，少なくとも 20 分間をかけて減圧する必要があった。 

 

窒素の泡が恐れられた疾患の本当の原因であることは，スミスがその研究を実施していた同じ
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頃に，フランスのポール・ベルト教授によって既に発見されていた。だが，その発見はその年の

8 月まで公表されなかった。また，ベルトがその結論を公式に発表する前に，スミスはその結論

を読んでいたはずだが，ベルトが誤っていると決めつけていたようである。 

 

 

 

もう一方の非常に重要な問題である疾患の激痛の和らげ方について，スミスの処置は確かに正

しかった。彼が答えに気付き始めた時期については明白でないが，彼の症状記録帳には，まさに

2 回顕著に示されている。 

 

初の事例は 2 月であり，先に引用した現場監督ジョセフ・ブラウンの症状である。「痛みは，

彼が午後の現場指揮のために再び入函するまで継続し，入函後すぐに消えた」と記載されている。

その次は 4 月に，スミスは，カードという別の現場監督の症状を記述している。カードは著しい

身震いの発作の症状が出た後，足と膀胱に麻痺が生じた。丸 2 日間この状態が継続したが，｢麻痺

がある程度収まった後に，再びケーソンの中に降りると，明らかにそのおかげで短時間で症状が

改善した｣とスミスは追記している。 

 

も素早く確実に痛みを和らげる方法は，患者を高圧下に直ちに戻すことであった。スミスは，

翌年に 終報告を発表する際に，次のように記述している。 

 

私の観察では，作業者が作業に戻れないほどのひどい痛みでなければ，ケーソンに入

ると痛みはすぐに消え，外気に戻ると再発するという症状は，頻繁に発生していた。実

際に，それまで感じていた痛みが，ケーソン内に入るとほとんどすぐに消えてしまうと

いう規則性に対して，一件の例外もなかったと記憶している。 

 

ポール教授が患者をすぐに高圧下に戻すことを処方していたこと，また同じフランス人のアン

トワン・フォーリー博士が 1863 年に発表した論文で同じことを述べていることに，スミスも気づ

いていた。1872 年の同じ春の終わり頃，ローブリングの年次報告書には，大部分の作業者が，し

ばらくの間苦しむか，あるいは，“痛みが現れるやいなや即座にケーソン内に戻るという大胆な治

療法”で症状を克服していると，記述されている。 

 

だが，不可解な事だが，スミスはこのような大胆な治療法を，実際に処方していたとは思われ

ない。記録では，潜函病の激しい症状で苦しんでいる患者をケーソン内に戻したことは，一度も

なかった。そのような対応をしたのは，一人で入函できるほどの体調の作業者だけで，働き続け

るために，このような も単純で も効果的な治療法で，これまでに効果があった作業者だけで

あった。スミスの説明によれば，ケーソン内で何不自由なく治療できたとしても，あるいは患者

の存在が仕事の邪魔にならなかったとしても，ケーソン内への入函方法については，比較的疾患

の軽い患者以外の全ての患者を入函させることが，難しすぎたとのことであった。彼は，その治

療法があまりにも手間がかかりすぎると発言していたようである。そのことが，エアロックから



第 14 章 大胆な治療法 
 

 
 - 282 -

退出する時間を長く確保することと同様に，治療の進歩を妨げたようである。 

 

また，圧力そのものが疾患の原因であるという確固たる認識を，ほとんどの作業員がもってい

たことは重要であったと思われる。彼らは，その認識を忘れ去れなかったのかもしれない。彼ら

が苦痛になった時に圧力の高い場所に戻るという発想，いわば馬の背に乗ってでも戻るという発

想は，特に医者や責任のある技術者がそれを主張しなくても，自己の責務で誰もが認識していた。

より危険の少ない治療法は，続けることも簡単で，その症状を治すことも簡単なようにみえた。 

 

 

 

ケーソンの地中への安定した沈降は，68 フィート（20.7m）の深さで突然ゆっくりとなった。

その時点で，掘削地面は流砂層（quicksand）に到達し，作業の進捗はとても時間がかかるように

なった。ウォーターシャフト内で稼働する大型の浚渫用バケットは，その細砂層には，ほとんど

役に立たなかった。その細砂層は小さな石と転石が結合して圧縮され，岩とほぼ同程度の固い地

質になっていた。バケットの歯は，まったく掘り進めることができなかった。バケットの金梃子

の部分だけは，かろうじて地層に打ち込むことができた。それまで見事にローブリングの期待に

答えていた排砂管でさえ，粗礫と石で絶えず詰まるようになった。沈降の速度は，その時点で 1

週間で約 1 フィート（30cm）となっていた。 

 

70 フィート（21.3m）の深さで，ローブリングは，基盤で実施する日常の調査を実施するよう

に指示した。それで，大ハンマと 10 フィート（3m）の鉄棒をもった一組の作業員が作業面を綿

密に調べ始めた。また，他の作業員の間では，ローブリングがケーソンの沈降停止を指示するま

でには，さらに 20～30 フィート（6～9m）を沈降させるとの話がでていた。その後，71 フィート

（21.6m）の深さで，初めての死亡者が発生した。 

 

 

 

4 月 22 日朝，がっしりしたドイツ人の一般作業員がエアロックのうちの 1 基を通って，初めて

ケーソン内に入った。2 日前，その男はケーソン内の作業を志願した時，ジョン・マイヤーズと

いう名前を告げた。スミス博士は，その男が 40 歳程度で健康であると判断した。ケーソン内圧力

は，この時点に 34 ポンド（2.38 気圧）であり，労働時間は再度短縮されて 5 時間であった。 

 

スミスのこの症例に関するその後の報告によると，マイヤーズは朝番勤務で，なんら不快感も

示さずに 2 時間 30 分働き，ケーソンを出てから 1 時間近くを現場の周辺でぶらぶらしており，明

らかに，休憩時間に関する医者の規則に留意していた。しかしその後，彼は気分が悪いと訴えて，

すぐ近くにある自分の寄宿舎に戻ろうとした。「彼は，寄宿舎の 2 階にある自分の部屋に向かう途

中で，1 階を通過した時に腹部の痛みを訴えた。彼は階段を昇っている時，ほぼ昇りきった時点

で意識を無くしてうずくまり，自分のベッドに横になる前に亡くなった」とスミスは記録してい

る。市の死体置場での検死解剖では，脳や心臓，腎臓は，全く正常であったことが，明らかにな
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った。しかしながらスミスの報告によると，その肺は“極めて著しく鬱血”していた。 

 

それから，ちょうど 8 日後の 4 月 30 日，ケーソン内圧力は 34 ポンド（2.38 気圧）のままの状

況で，パトリック・マッケイという 50 歳のアイルランド人が，ケーソン病に起因する 2 番目の死

亡者として記載された。マッケイは，ケーソン内で 4 ヵ月間，病的影響が出ることもなく働いて

いた。30 日の午後，彼はケーソン内に通常より半時間長く滞在していた。エアロックを通って退

出する途中で，彼が鉄壁を背にして全く意識が無くなり，突然床に倒れ込むのを，エアロック内

にいた他の作業者が見ていた。彼は直ちにケーソン外に運び出され，パーク病院に搬送された。

その病院で，スミスはその夜遅くまで，数回彼を診察した。スミスはノートに「意識不明の状態

であり，顔色は青白くて沈んだ感じで，唇は青く，脈搏は不規則で弱い。覚醒剤の投与によって

ある程度意識を取戻し，しきりと水を求めた」と記録している。だが，ほんの少し後で，痙攣状

態となって死亡した。しかしながら今回の場合，検死解剖で腎臓がブライト病2に罹っており，ス

ミスは「高圧の影響は，それほど長い期間遅らすことができなかった疾患の発症を，たかだか早

めただけに過ぎなかった」と結論付けた。 

 

それはともあれ，作業員がケーソン病で急死しているという噂が，作業員の仲間内ではなく，

橋梁建設地の近くの至る所に拡がっていた。また脊髄膜炎で，もう少し前に亡くなった 3 人目の

男性は，真相が知られても犠牲者であったと言われていた。そのような話は大いに誇張され，ニ

ューヨーク側主塔の現場近くの密集した家屋の間を野火のよう

に拡がっていった。 

 

アル・スミス（図-14.23）は，1870 年代にサウス・ストリー

トで育った子供の 1 人であり，やがて橋梁と同じようなニューヨ

ークの象徴となった。後年に彼は，母親が巨大なケーソンを沈め

るのに奮闘していて亡くなった多くの労働者について，畏怖の念

を覚えた口調で話していたことを，記述している。「おそらく，

彼らが病気のことを知っていたならば，決してそれを造らなかっ

たであろう」と母親は語っていたようである。 

 

5 月 2 日，ヘフナーという男性は嘔吐を始め，あらゆる治療にもかかわらず 24 時間後も嘔吐を

続けていた。5 月 8 日，ケーソン作業の全班の作業員がストライキを決行した。彼らは，近隣の

街路の周辺に立って，新聞記者やその他の話を聞いてくれる誰とでも話した。下側の作業状況は

非常に危険で恐ろしく，1 日 4 時間の作業で 3 ドルを支払うように要求した。正午頃に，橋梁会

社は 2.75 ドルの支払いを回答したが，作業員達は怒ってそれを拒否した。そして，彼らの防御線

を突破しようとした 1 人の男性は，袋叩きにされた。交渉は更に 3 日間続いた。だがウィリアム・

                                                        
2  1827 年，リチャード・ブライトが，泌尿器科的疾患とは異なった腎臓疾患として，タンパク尿と浮腫による腎

臓の組織異常を明らかにして，ブライト病と表現した。 
3 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AlSmithWaves.jpg （参照 2016-05-19） 

ニューヨーク州知事を 4 期務め，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。1931 年竣

工のエンパイア・ステート・ビルディングを建て運営するエンパイア・ステート会社の社長も勤めた。 

図-14.2 アル・スミス 

(1873～1944) 
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キングズレーは，作業員が直ちに仕事に戻らなければ，誰ひとり残らず全員を銃で撃つと告げ，

ストライキは終了した。 

 

その翌週にも新たな潜函病の発症は続き，ケーソンは少しずつ沈降していった。ローブリング

が指示した調査から，下側の岩盤の状況が明らかになり始めた。 

 

ローブリングは「表面は明らかに非常に不規則であり，突出した部分と窪んだ部分が交互にな

っている。標高の 大差は 16 フィート（4.8m）に達しており，大部分が水辺に沿って生じている」

と記述している。しかしながら，中央断面全体や全面積の少なくとも 2／3 の不規則性は，非常に

少なく，おそらく 3～4 フィート（0.9～1.2m）を越えていなかったようである。彼が掴んだ範囲

では，ケーソンは，ケーソンの片方の角からもう一方に斜めに走る砕けた岩盤の隆起の上に位置

しており，その岩盤は，岸に向かっておよそ 5%の傾斜を有しているが，東に向かうと急激に落ち

込んでいた。 

 

ローブリングは，その時点で，これまでで も難しい決断を迫られていた。彼の体調は倒れる

寸前であった。彼は，みんなと同じくらいケーソンの中に滞在していたが，ケーソン下側のあち

こちを確認するため，平均的な作業者よりも，とても頻繁にエアロックを通って昇り降りしてい

た。彼は絶えず仕事をしており，週 6 日間，1 日 12～14 時間働いており， 1 日に 3～4 度フェリ

ーに乗って，頻繁にブルックリン事務所へ行ったり来たりしていた。彼は大部分の時間を現場で

過ごしていた。だがそれは，彼がこれまでずっと働いてこられた唯一の方法であった。彼は事務

所に詰めているような技術者でなくて，そのような技術者を全く評価していなかった。 

 

この時点で，彼は，隆起した岩盤を取り除き，水平の岩盤を露出させるまで沈降を続けること

も，あるいは，その岩盤に行き着く前のほぼ現状位置で沈降を停止することもできた。更に深く

沈降させれば，不規則な岩盤の隆起を発破で吹き飛ばして，比較的平坦な表面まで下げるために，

多大な費用と時間を無駄にすることになる。それは多くの人命を失う可能性もあった。すでに，

スミスは，ジャミネットがセントルイスで記録したよりも多くの潜函病の症状を，記録していた。

また，イーズの 初のケーソンでは，94 フィート（28.7m）まで沈降し圧力が 44 ポンド（3 気圧）

になるまで，一人の死者も出なかったのに対して，ローブリングのケーソンでは，原因が不明の

まま既に 2 名の作業員を亡くしていた。この調子では，ニューヨーク側のケーソンは，これまで

にセントルイスの基礎の現場で犠牲となっている 13 人以上の犠牲者が出る可能性があった。 

 

後にエミリー・ローブリングは，夫がケーソンを基盤に到達させるために，更に 1 年，50 万ド

ルと 100 名程の犠牲者が出ると推定していたと，述べている。 

 

しかしながら，主塔を基盤以外の地層上に立ち上げることは，橋梁全体の安定性を危険にさら

すように思われた。けれどもローブリングは，多くの人々が驚いたことに，その時点でそのこと

にそれほど固執していなかった。岩盤を覆っている砂と砂利はとても締まっており，彼が述べた

ように岩自体と同じくらいしっかりした基盤を提供できるほど，とても堅固であった。以前にケ
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ーソンが 60 フィート（18.3m）程まで沈降した時，作業員は家畜ヒツジの骨とその真下に煉瓦と

陶器類の断片を発見した。それと同一標高にある地層は，人類が活動していた時期に形成された

ものであることを示していた。だが 近の 10 フィート（3m）では，そのような形跡は発掘され

ず，その地層は，地質学的過去において数百万年もの堆積年代以後，乱された兆候が見られず，

十中八九全く安定した状態で残っていたようである。ローブリングが記録しているように，その

時点で鉄の棒が粉々になるほど打ち込まない限り，その地層には貫入することはほとんど不可能

であった。ローブリングは，この後の報告書に｢その地質は，その上を基礎とするには十分に良い

もので，いずれにしても，置換するコンクリートと同じくらい良好なものである」と記載してい

る。 

 

これに関して彼が正しければ，巨大な石製主塔はその場所だけでなく，どこにでも設置でき，

彼の課題は解決することになる。だが彼が間違っていた場合には，主塔が傾き始めたり滑り始め

たりして，橋梁が惨憺たる失敗となってしまう可能性があった。ひょっとすると， 主塔は河川の

中に更に滑り込むかもしれないと，ある人は記述している。 

 

ローブリングの妻は「ニューヨーク側ケーソンの沈降を終了させる時期の判断は，ローブリン

グ大佐にとって，強烈な懸念事項のひとつであった」と語っている。 

 

しかし，その決定は，若干待つことができた。 

 

75 フィート（22.9m）の深さで，基盤であるマンハッタン島の通常の片麻岩の 初の山脚が，

河側のケーソン刃先の下側に露出した。ローブリングは「その表面の部分には，水流や氷河によ

る丸みのある浸食作用は認められない。それどころか露出部分は，鋭く幅の狭い隆起をした形を

しており，急勾配の側面が平行に走っている」と報告している。 

 

5 月 17 日，1 人の作業員は足と腕が麻痺状態に陥った。もう一人は足に激しい痛みを訴えた。3

人目のリアドンというイギリス人は，午後の勤務交替でケーソンから出た後で激しい吐き気を催

し始めた。彼は，数分で耐えがたい足の痛みに襲われ，前に倒れ込み歩くことも立つこともでき

なくなった。嘔吐は一晩中続き，スミス博士は彼をセンター・ストリート病院へ搬送させた。そ

の病院で，徐々に悪化していった。次の朝，彼は亡くなった。スミスは彼の手帳に，リアドンが

“肥満体型”であり，検死解剖で脊髄に“激しい鬱血”が認められたと書いている。 

 

その同じ日，1872 年 5 月 18 日，ケーソンの深さが 78 フィート 6 インチ（23.92m）で，ローブ

リングは掘削を停止するように指示した。彼は，その決断に自らの能力と経験を賭け，基盤まで

沈降させないことに決めた。ニューヨーク側主塔は，砂の上に載ることになった。 

 

その結果，第 2 番目で 後となる巨大なケーソンは，位置が決まった。なお，コリングウッド

が書いているように，上側の石積上で測定した 4 角での標高の 大差は，わずか 3／4 インチ

（1.9cm）であった。それは技術面でも素晴らしい成果となっていた。 
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作業室を充填する作業がすぐに始まり，ローブリングは取締役に対する報告書を仕上げた。誰

かがケーソン病の発病率を心配した場合には，ローブリングは，その問題は思っていたほど深刻

ではなかったとだけ発言した。彼はそこでの症例数へ言及することなく，ただ 2 人の死亡は圧力

の影響が直接的な原因であると主張した。そこでの目立たない個々の被害に関しては「ケーソン

内での労働は，常に生命と健康に対してある程度の危険を伴っている。それゆえ，日々それに取

り組む人々は，一般的な名声よりさらに大きな報いを受ける価値がある」と述べただけであった。 

 

 

 

5 月の末，スミス博士は橋梁会社での職を辞して，眼・耳鼻咽喉病院に戻った。それは，彼が

自分の仕事が完了し，ケーソンの沈降が停止した時点で治療はもはや必要なくなったことを，確

信したからである。しかし，ケーソン内での作業は休みなく続いており，ケーソンを充填するた

めのコンクリートは，ケーソン外の上側で練り混ぜられ，供給シャフトを通して降ろされていた。

今回は，煉瓦製支柱は建て込まれなかった。それは，ケーソンが単独でも十分な強度を持ってい

たからである（背面に 5 万 3 千トンが載っている天盤には，わずかな撓みの兆候も認められなか

った）。しかし，空間の約 1／3 には，沈降する間に内部に残された石・土・砂が充填された。コ

ンクリートは，1 日あたり 100 立方ヤード（76.5m3）打設されており，ローブリングは全ての充填

作業が 7 月初旬までに完了すると見込んでいた。コンクリートは，ケーソン内の作業室が 後の

一人となるアイルランド人の空間だけを残すまでに充填され， 後の一人は，ウォーターシャフ

トの 1 基を 終的な出口とするようにと，指示されていた。 

 

しかし，その状況となる少し前に，ローブリングは潜函病の新たな発症を患った。それが起き

た状況に関しては，コンクリート打設が進行する晩春であったことを除き，公的な記録は何も残

されていない。彼はブルックリン側ケーソンの火災発生の夜にも倒れており，明らかに再度の発

症であり，ただちにフェリーでブルックリンに搬送された。 

 

彼を助けるために，誰が居合わせたかは不明である。その出来事に関して，新聞紙上では何も

掲載されていない。それは，彼と周りの人々がこれまで以上に悪い評判を望まなかったのか，あ

るいは，その発作がすぐに治ると考えていたからであろう。彼自身は，その年の秋の終わりに公

表した報告書で，発症した症状についてとても簡潔に述べただけであった。彼は，発症がケーソ

ン内に何時間も滞在した結果であると述べている。これは，依然として彼がケーソン内の滞在時

間が決定的要因と信じており，スミスの減圧速度に関する理論を，依然として受け入れていなか

ったものと，推察される。「私の場合，耐えがたい痛みの除去には，痛みがとても激しかった腕へ

のモルヒネの皮下注射と，加えてモルヒネによる麻酔状態が効果的であり，痛みが和らぐまで 24

時間以内であった」とローブリングは書いている。しかしながら，エミリー・ローブリングが数

年後に書いた報告によれば，発症した夜の彼の状態は，朝になる前に死ぬのではないかと思うほ

ど深刻であった。 
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スミスが呼び戻されたかどうか，高圧力下に戻すという考え（大胆な治療法）がさらに検討さ

れたかどうか，あるいは検討されたとすれば，人事不省の患者に薬物を投与することが選択され，

その治療法がなぜ却下されたのかについての記録は，残されていない。 

 

さらに数日間，ローブリングは，父親が亡くなった同じヒックス通りの自宅で，死んだように

横たわっていた。彼のアシスタント達は，行ったり来たりしていた。いつでも誰かが，彼に付き

添っていた。彼に対して，僅かな希望も見いだせなかった。1 世代後でローブリングに関して書

かれた文献の中には，彼にはひどい麻痺が残り，この時から完全な病人となったと書かれている

ようである。だが記録では，そのような症状ではなかったことが示されている。誰もがたいへん

驚いたことに，さらに数日して彼は仕事に復帰している。 

 

かつて彼が 17 歳の時，父親のジョン・ローブリングはナイアガラフォールズでコレラ流行に直

面した。60 人以上の人々が 初の一週間で亡くなり，医者達は，助けるために何の治療もできな

いように思われた。父親は「重要な秘訣は恐怖を避けることである」とチャールズ・スワン宛て

に書いている。そこにいた人によれば，父親の並外れた集中力がなければ，彼もコレラで亡くな

っていたとのことであった。「彼はそれに罹らないと決意した」とその人は書いている。ジョン・

ローブリングは，一晩中，自分の部屋の中をあちらこちらと歩き回り，まさにコレラに対する不

安を自分の心から取り除くために戦っていた。その出来事は，それを目撃した紳士に強烈な印象

を与え，彼がトレントンに戻り，その話を聞かされた誰もが強烈な印象を持った。今回，ワシン

トン・ローブリングも“ケーソン病に罹らないと決意”したようであった。他の人々なら，自ら

の運命に従ったかもしれないが，彼はそうすることができなかった。 

 

とはいえ夏の 初の数週間，発作は繰り返し継続し，彼はものすごく苦しんだ。彼はこれに関

して公表することもなく，他の誰かが話すこともなかった。彼の激しい身体的な苦痛を知ること

ができるのは，何年も後の私的な書簡での記述からだけである。橋梁会社の記録や新聞の時折の

記事から判断すると，彼はまるで何の問題もなかったように仕事を続けていた。例えば，この間

に，橋梁会社の購入品の管理にローブリングが無関係であったという彼の報告書が，取締役会の

面前で読みあげられていることから，そのことが分かる。しかし，エミリーが懸念していた彼の

身体面や感情面での苦悩は，あの報告書の内容と，彼が後に色々と私的に述べた内容との間の不

一致に，関係があるのではないかと，誰もが疑問に思うはずである。 

 

1872 年 7 月 12 日，ニューヨーク側ケーソンの充填作業は完了した。その作業は，明らかに技

師長が直接指揮して完成したものであった。ケーソンを沈める全作業には，221 日が費やされた。 

 

彼は 2 週間の休暇を取り，エミリーと一緒にサラトガ4に向かった。彼らが戻ったとき，彼の症

状は多少改善していたが，ほんの一時的に続いただけであった。彼は，9 月まで 1 週間に 2～3 日

を自宅で過ごした。それでも彼の状況は個人的な問題であった。公式な記録や，新聞記事から判

                                                        
4 アメリカ合衆国ニューヨーク州にある都市で，サラトガスプリングと呼ばれる。18 世紀後半に，ここに出る炭

酸泉に治癒効果が立証されてから保養地となった。 
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断すると，技師長はしっかりと働いていた。 

 

9 月 3 日，技師長として保証されている 5 万ドルとなる請求書に，支払い指示が出された。9 月

17 日，技師長は，ニューヨーク側アンカレッジ用のアンカーバーの入札を募るように指示され，

技師長と総括責任者は， 低入札者と契約する認可を受けた。10 月 8 日，執行委員会は橋梁会社

の社長に対し，技師長が用意した仕様に従って，メイン州のボッドウェル・グラニット社との契

約を締結することを認可した。高価な二重巻上げエンジンの製作に関して，東ボストンのルイス・

オズボーン社と技師長によって作成された協定も承認され，多数の重要な請求書についても技師

長の認証後に支払うように指示された。 

 

11 月下旬，ローブリングは，ブルックリン側主塔上での作業を，冬の間中止するよう指示した。

その時点で，主塔は，およそ 145 フィート（44.2m）の高さ，すなわち橋梁床版位置をかなり越え

た高さに達していた。主塔は，もはや中実の平たい天端を有する柱体ではなかった。その時点で，

巨大なアーチの起点部は，道路用に大きく開けた 2 ヶ所の空間を残して分割された 3 本の巨大な

牙が，上側に向かって突き出しているように見えた。 

 

1872 年 12 月，調査委員会がその調査結果を公表した同じ月に，ほぼ 60 フィート（18.3m）の

高さとなっていたニューヨーク側主塔での作業は，天候のために休止した。またワシントン・ロ

ーブリングが，これ以上橋梁の現場に出られないと感じたのは 12 月であった。その時点で彼の症

状は，非常に深刻で極めて当惑する状況であり，会社事務所内で業務を進めている一握りの関係

者の間で，厳密に保護された秘密事項となっていた。 

 

突然の激しい痛みやひどい眩暈，嘔吐は，初夏の当初の 悪の日々の後で収まっていた。それ

は，まさにケーソンによる他の犠牲者の経過と同様で，実際に，彼自身の以前の経過とも同様で

あった。だが痛みと麻痺は継続しており，主として彼の腕と脚を行ったり来たりしていた。どん

どん疲れやすくなっていった。彼はずっと胃の調子が悪かった。とてもいらいらして，些細なこ

とや不自由さに取り乱すようになり，そして，何日も続くような深刻で憂鬱な気分に落ち込むよ

うになった。12 月には彼は重症となっていた。それでも彼は，仕事を放棄することを拒否した。

工場の労働者達は「彼の父親のジョン・ローブリングも降参するとか，負けた自分自身を認める

ことは決してなかった」と語っていた。 

 

エミリー・ローブリングは，ヘンリー・マーフィーを訪ねて，夫の状況について内密に話をし

た。彼女は「私の夫は技師長を続ける意志が固い」と述べた。マーフィーは「橋梁建設が順調に

進んでいる限り，私も同じ考えである」とエミリーに話した。彼女は，彼の病状が短期間で回復

することを期待していた。 

 

その冬中ずっと静養することが，彼に処方された唯一の治療であり，ローブリングがいつでも

傍らにいるよう望んだ唯一の人物は，どうやらエミリーだったようである。医者はエミリーに，

ローブリングが回復する可能性は全くなく， 悪の状況に備えるべきであると言い続けていた。
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一方，ローブリング自身は，完成した橋梁を見るためだけに生きるつもりはないという思いに固

執するようになっていた。またローブリングは，残作業に対する計画や指示が，どの程度不完全

であるかを誰よりもよく理解していた。その年の冬の全期間を使って，実施すべきあらゆる事項

を，細かい几帳面な筆致で書き留めて，ケーブルの製作方法や上部工の複雑な部材の組立て方に

関して，とても熟練を要する念入りな指示を何ページにも渡って書き込み，それらを詳細なフリ

ーハンドの図面や略図で説明した。 

 

この間ずっとフルトン通りの事務所での事務処理以外，橋梁に関して進められる仕事は何もな

かった。現場には雪が積もっていた。氷で塞がった川の両岸に，2 基の主塔は何も行われないま

ま立っていた。けれども，ローブリングはヒックス通りに面した寝室で，仕事に精を出し，病気

のあらゆる症状と戦っていた。彼の病状では，30 分間書き物をすることさえ，ものすごい負荷で

あった。彼はとても神経質になっており，指示を受けるために定期的に報告をするアシスタント

技術者との長時間の対話を，もはや続けることができないと感じていた。彼の視力は低下し始め

ていた。彼は失明するだろうと思っていた。 

 

春の初め，作業員達が主塔の天端に戻れるような天候になった時，橋梁従事者の間では「技師

長が指揮を再開することは，あるとしても，当分の間はないであろう」ということは周知の事実

であった。C・C・マーティンに請求書を認証することを認め，石積工はこれまでと同様に進める

ことが決定された。1873 年 4 月にローブリングは，正式に休職を要請した。医者は，生きのびる

唯一のチャンスは仕事を辞めることであると，彼に宣告した。彼とエミリーは，ヨーロッパに渡

り，ビースバーデン5の温泉地に行くことにした。彼にとっては，恐ろしいほど難儀な旅行であっ

たが，これまでに味わった 大の失意の時期に，ドイツと温泉療法は気晴らしとなったはずであ

る。この時期のローブリングの感情だけは，推測することができる。だがひょっとすると，他の

全てが失敗したような静かで絶望した状況で，父親の方法がローブリングをこの窮地に陥れたと

すれば，おそらく，その方法は彼を窮地から同様に救いだすに違いないと，彼は確信していたの

かもしれない。 

 

 

 

その同じ 1873 年の春の下旬，アンドリュー・H・スミス博士は，ニューヨーク橋梁会社に宛て

て，専属医として自らの経験に関する正式な報告書を発表した。その報告書には，将来の類似工

事に対する若干の提案が含まれていた。 も重要な実施項目は，地上で圧縮空気を容易に利用で

きるように，何がしかの設備を設けることであると，彼は述べている。 

 

私の計画は次の通りである。鉄製で十分な厚みを有し，長さ 9 フィート（2.7m），直径

3.5 フィート（1m）の管で，片方の端部は取り外せないように閉じられ，もう片方には，

内側に開き，閉じると密閉できる扉をつけた設備を製作する。この管を水平に設置し，

                                                        
5  ビースバーデン (Wiesbaden) は，ドイツ連邦共和国ヘッセン州の州都であり，15 の温泉源および鉱泉源を有

しており，ヨーロッパで も古い温泉地の一つである。 
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その中に寝台を滑り込ませるような通路を備える。扉には強力なガラス板を取り付け，

反対側には，外側のすぐ傍においたロウソクあるいはガス灯の光が入るようにする。こ

の装置は，ケーソン用の空気圧縮装置から空気を運ぶパイプと，適切なチューブを用い

て連結しなければならない。適切に調節できる逃し弁で，内部の大気の必要な純度を保

持するために，必要な空気の一定量を放出できるようにする。 

 

患者を収容した寝台を設備の中に滑り込ませて，扉を閉めた後で，設備内の気圧をケ

ーソン内の気圧と，ほぼ等しいか，全く同じとなるまで徐々に上げてゆく。この状態を，

痛みが消えたという前もって決めておいた合図を患者が示すまで，続けなければならな

い。その後，圧力は， 終的に通常の気圧となるまで，発生する効果に慎重に順応させ

るように，徐々に減らしていく必要がある。必要な場合には，数時間をかけて減圧する

ことで，痛みの再発を避けることができる。 

 

この提案のなかでスミスが解説した装

置の構想は，作業者が圧縮空気の中で働く

ような近代の橋梁やトンネル工事で利用

されている“ホスピタル・ロック（図

-14.36）”と呼ばれるものと，まさに同一

のものである。スミスがニューヨーク側ケ

ーソンでそのような装置を導入し，解説し

たような方法で利用したとすれば，潜函病

で苦しむ人はほとんどおらず，死亡者も出

なかったはずである。また，ワシントン・

ローブリングのその後の人生や，橋梁の物

語も，全く違ったものになったであろう。 

 

 

 

                                                        
6 http://www.ohmoto.co.jp/rovo/matic4_4.html （参照 2016-5-21） 

図-14.3 ホスピタル・ロック 

出典：大本組 ニューマチック工法仮設備 
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