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図-1.3 ブルックリン橋 

出典：Scientific American August 5, 1868, page88 

図-1.1 ワシントン・ローブリング

(撮影 1870) 

図-1.2 ジョン・ローブリング 

(1806～1869) 
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さまざまなものの姿が今ここに立ち現われる！ 

ウォルト・ホイットマン 

（『草の葉』，まさかりの歌 9，鍋島能弘，酒本雅之訳） 

 

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

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

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

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

である。 

 

彼らは，フルトン通りのブ

ルックリン・ガス灯会社で会

議を行った。そこは，新設さ

れた橋梁会社が，正規の事務

所が準備できるまで，その業

務を執行している場所であっ

た。彼らは，彼が示した壮大

な計画（図-1.3）と図面のま

わりに集まり，彼の話を傾聴

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

図-1.4 ホレイショ・アレン 

(1802～1889) 

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

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

高傑作の橋が建設される場所を明示していた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

役割を担った技術者であり，建前として新規的なことに対し好

意的であった。実際，彼らは，その当時に編成することができ

た優秀な土木技術者の団体であった。全員が白い髭をたくわえ，

胸を張って堅い握手を交わす彼らには，まさにあらゆる事項に

関して判断を下す能力があるように思われた。彼らの雇用報酬

は一人当たり千ドルで，この総額は，これまでのローブリング

の尽力に関して受け取った全報酬より，ちょうど千ドル多かっ

た。 

 

グループの議長は，社交的なホレイショ・アレン（図-1.43）

であり，彼の大きな胴回り，光る禿げ頭とベンジャミン・フラ

ンクリン眼鏡が，ディケンズのような風貌で

あった。彼は袖なし外套と銀柄の杖が好きで，

多分，ローブリングに次いで 2 番目という専

門的な地位を考慮したものであったが，実際

はそうでもなかった。しかし，ローブリング

のように，製造業としてニューヨークのノベ

ルティ鉄工所をうまく経営しており，40 年前

にはアメリカでの 初の蒸気機関車である

スタウアブリッジ・ライアン（図-1.54）を，

ペンシルバニアのホーンズデールで，大観衆

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

(1812～1899) 

図-1.7 ウィリアム・マッカルピン

(1812～1890) 

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

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

短編にも記載されていた。 

 

次に，以前は軍の技術者であったブルックリンのジュリアス・

アダムズ大佐（図-1.65）がいた。彼は，一般的に下水管渠建設

の専門家と記載されているが，実は他の人達と同じような部類で，

そうでもなかった。しかしながら，彼はブルックリンに多くの有

力な友人を持っており，ここ数年，彼自身のイースト川橋梁の計

画に，少しばかり関わっていた。しばらくの間，まるで彼がその

橋を造る機会を与えられたかのように思われていた。ローブリン

グの提案が初めて公表されたときには，鋭い懐疑論を表明する

人々の一人であった。この段階で彼がコンサルタントに入れられ

ていたことは，ローブリングが評判ほど政治に疎い人物では全く

なかった証拠であると，何人かが指摘している。 

 

マサチューセッツ州のストックブリッジのウィリアム・ジャー

ビス・マッカルピン（図-1.76）は，米国土木学会の会長であっ

た。優しく，親切で，幅広く尊敬されていた彼は，ブルックリン

海軍造船所の巨大なドライドックやオールバニー上水道や，かな

り多くの橋梁を建設していた。また，彼はこの専門家達の中で

も凝った顎（ほお）ひげを持っていることを自慢していた。彼は，

2 人のローブリングを含めたグループの中で，圧搾空気を利用し

た基礎，すなわちケーソン基礎の建設工事に直接携わった経験が

ある唯一の人物であった。彼らは，このケーソンが非常に特殊な

ケースで，その規模の大きさを懸念していた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

図-1.9 スタラッカ高架橋（1920 年撮影） 

水力学の権威者で哀調をおびた風貌のスコット

ランド人のジェームズ・ピュー・カークウッドが

いた。ジェームズ・ピュー・カークウッド（1807

～1877）は，1848 年にペンシルバニアの北東部

に，当時，世界一高い鉄道橋といわれた美しい石

造アーチのスタラッカ高架橋（図-1.98）を建設

した人物である。 

 

彼らが 初にローブリングの図面に目を通し，

その話を聞いたとき，心の中でどう思っていたか

は知るすべはない。しかし，彼らの総合的な経験

や少なからぬ業績，あったかもしれない専門家と

しての嫉妬から，誰かがずっと感動しなかったと

は考えられない。また，誰もそ

の時代の歴史的特性に，気付か

なかったとは思われない。ロー

ブリングは，彼ら専門家の間で

は誰もが認める巨匠で，小さな

レオナルドと呼ばれており，さ

らに書類上では，彼の提案して

いる橋梁は，明らかにその時代

の歴史的な事業での一つであっ

た。技術者にとって，その点は

とりわけ明確であった。 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1811～1872) 

図-1.10 トーマス・ホープが考案した橋梁  

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

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

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

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

た。チェーン構造の橋梁や，ワ

イヤー構造の橋梁，幅員 100 フ

ィート（30ｍ）の橋梁が，ある

技術者や他の人々から提案され

ていた。ホレス・グリーリー（図

-1.1110）は「ニューヨークとブ

ルックリンは，連合すべきであ

る」と 1849 年にトリビューン紙

上で断言した。一方ブルックリ

ンでは，川に向かう通りを，大

胆に「橋通り」と命名していた。 

 

しかし，何も実施されなかった。主要な問題は，今に始まった

ことではないがイースト川であった。技術的な論議が行われた川

ではなかったが，干満のある も荒れ狂う水道の一つで，当時，

地球上で も混雑する航行可能な海域の一つであった。ある人は

「橋を架けるとすれば，船のマストの上空を岸から岸まで，一跨

ぎする必要がある。橋脚を設けたり，可動橋にしたりはできない。

全航路を跨ぐ，唯一の巨大なアーチ構造とすべきである。間違い

なく，これは素晴らしい橋とならざるを得ない」と書いている。 

  

1867 年 4 月，民間企業にイースト川橋梁を建設・運営する設

立許可が州政府で可決された。この許可は，様々な事情から，時

代を反映したような非常に興味深く重要な公文書であった。しか

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

以降も名称を決めることは，誰もできなかったようである。 

 

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

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

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

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

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

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

しているように思われた。 

 

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

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

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

んだ一種の巨大な圧力弁であると論じた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

た。 

 

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

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

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

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

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

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

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

(1819～1892) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

る。 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

アの東海岸を結ぶでしょう。ニューヨークはこれらの線が交わ

る中心として生き残るでしょう」と書かれている。 

 

言い換えると，これは重要な川を渡る大きな橋よりも，もっ

と重要なことであった。それは歴史上の偉大な連結事業のひと

つであり，新時代の象徴で，大西洋電信ケーブル，スエズ運河

や大陸横断鉄道のようなものであった。ほぼこの時期，ウォー

ルト・ホイットマン（図-1.1211）が「見たまえ，魂よ，神の意

図が 初から働いていたことが，あなたには分からない

か。・・・さまざまな国土は，ぜひとも渾然と融け合わねばな

らぬ」と書いている。「さまざまなものの姿が，今ここに立ち

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

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

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

この今の世を歌い， 

現代の偉業を歌い， 

技術者たちの力強く，軽妙な仕事を・・・ 

（『草の葉』インドへ渡ろう，鍋島能弘，酒本雅之訳） 

 

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

張を行い，来るべき時代のなかで，常に引き合いに出された人物であった。 

 

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

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

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

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

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

栄を，永遠に証言するであろう。 

 

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

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

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

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

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

でに建設されたもののなかで， も高額になるはずであった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

たかという点については，疑問であると述べていた。 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1866 完成) 

図-1.16 トリニティ教会(1846 完成) 

分の 3 を収納するのに十分な広さであった。 

 

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

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

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

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

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

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

 

彼が設計した主塔は，周りのすべてのものを小さくみせる。ある

新聞社が述べたように，主塔は，ローマのサン・ピエトロ大聖堂や

ワシントンの連邦議会議事堂のような景観を作り出すであろう。連

邦議会議事堂のドームの上のフリーダムといわれる女神像（6m，図

-1.1514）を考慮しなければ，実際には，主塔は連邦議会議事堂のド

ームより高いであろう。1869 年時点でワシントン記念塔は，建設途

中で石の基部の状況であり，この主塔が，北アメリカ大陸全体で建

設された も巨大で大規模な構造物であったことを意味していた。

ニューヨークの風景の中で，その主塔より高いものはウォール街の

先端にあるトリニティ教会（図-1.1615）のほっそりした尖塔のみで

あった。 

 

主塔には，とても基本的な役目が 2 つあり，1

番目は 4 本の巨大な主ケーブルの重さを支えるこ

と，2 番目は河川の交通を阻害しないような十分な

高さで，ケーブルと車道の両方を保持することで

ある。両市の標高は高く，急崖あるいは断崖の上

にあり，これらはハドソン川のニュージャージー

側に沿うような崖で，例えば，それほど高い石造

物が必要ないような地形であった。しかし現実に

は，船舶航行に必要な桁下クリアランスが求めら

れた場合にも，自然がなしえなかった状況を非常

に高い主塔のみが創り出すことができた。そして，

アンカレイジは，ケーブルの引張力を相殺するだ

けの重量とする必要があり，陸上にしっかりと固

定されていた。主塔は，その高さにかかわらず，

その天端を通過する主ケーブルの下向きの巨大な

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

圧縮力に，耐えられるだけの規模とする必要があった。 

 

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

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

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

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

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

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

ンになると見積もっていた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

側の両方に向かって配置されていた。 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

るがゆえに疑問視される事項であると，多くの技術者たちは考えていた。 

 

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

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

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

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

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

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

ていた。 

 

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

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

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

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

の大きさであった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

下を通過する際に，船のトップマストを縮める必要があった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

(a) ニューヨーク側アプローチ 

(b) ブルックリン側アプローチ 

East River

East River 

図-1.18 ブルックリン橋の架橋位置（出典：1897 年アトラス地図） 

ブルックリン側

ニューヨーク側

海軍造船所 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

部の第 29 埠頭まで引かれており，続いて川を渡り，フルトンフェリーの発着場の一箇所をまっす
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図-1.20 ブルックリン橋の橋面利用計画（出典：Harper's Monthly, 1883） 

車道部 車道部 

橋面列車 橋面列車 
遊歩道 

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

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

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

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

の右側につながっていた。 

 

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

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

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

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

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

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

輸送できると，彼は説明していた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

揺れて捻じれる可能性があることであった。 

 

ローブリングは，審議するコンサルタントに次のように説明した。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

彼の説明を聞いた人たちは，大変感銘を受けた。 

 

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

礎について議論を行った。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

これに類するようなものは，これまでに建設されたことはなかった。 

 

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

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

がどの程度の深さにあるのか，彼には見当がついているのか？ 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

いる」と発言した。 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

かりひと安心であった。 

 

その時点で，アメリカ連邦議会の認可だけが必要であった。そ

れは議会が，全ての可航水域を所管し，橋梁が駅馬車街道にあた

るためであった。ワシントンの政府には，アルバニーの州政府お

よびブルックリン，ニューヨークの両市とは異なり，厳守するこ

とが望ましいという一部の規定があった。既存の連邦議会の法律

では，橋梁は河川上の航行を妨げたり，損なわせたり，不法に変

更したりしてはならないと規定されていた。特に，橋梁が海軍造

船所への出入交通に干渉するかもしれないと，ワシントン政府は

懸念していた。また，計画のあらゆる詳細が十分に理解されるこ

とを確実にするために，工兵隊の主任技師である A・A・ハンフ

リーズ将軍（図-1.2117）が橋梁計画に関する意見を述べるため，

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

図-1.21 A・A・ハンフリーズ 

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

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

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

ブリングが建設した構造物のいくつかを見学し，これまでに彼

が類似した状況をどのような処理してきたかを理解することで

あると思われた。彼は，仕事自体で説明することに決めた。 

 

その見学旅行は，ほとんど一晩で準備された。また，その旅

行を専門家の比較的小さな団体に限定するという当初の意向が

あったが，その考えは速やかに却下された。合計 21 人の紳士と

1 人の女性が，後述するような「橋梁視察団」を結成した。ロー

ブリング父子，7 名のコンサルタントおよび 3 名の軍技術者とし

て，ホレイショー・ライト将軍，ジョン・ニュートン将軍，W・

R・キング少佐，この人達に加えて数人の著名なブルックリンの

実業家が招待された。そして，この実業家は，ニューヨーク橋

梁会社の株式所有者，あるいは，株式所有者になろうとしてい

る人々であった。この中には，ブルックリンのスローカム連邦

議会議員（ヘンリー・W・スローカム将軍，図-1.2218）が含ま

れ，ブルックリン民主党の重鎮であるヒュー・マクラフリン，

ブルックリンの主要な建設業者であるウィリアム・C・キングズ

レー（図-1.2319）も含まれていた。なおキングズレーは，架橋

推進の策略的勢力であり， 大の個人株式所有者として知られ

ていた。背が高くて影響力のあるキングズレーが，個人的にコ

ンサルタント委託費用の 7000 ドルに加えて，その見学旅行の必

要経費を負担していることを，視察団の何人が気づいていたか

は不明である。 

 

2 人の若い技術者，C・C・マーティンとサミュエル・プロバ

スコが参加した。両人ともキングズレーの会社のブルックリン

の別々の現場で働いていた。また，コンサルタントの一人の妻

であるジュリアス・アダムズ夫人も参加しており，現存する報

告書では「感じのよい婦人」としてのみ記録されている。彼女

がその視察団に加わることに同意した理由や，そもそも彼女が

招待された理由については誰も，説明していない。 

 

また，誰が視察団の構成を決定したのかを示す記録もない。

おそらく技術的資質，ビジネス感覚，公共心のバランスを考慮

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

図-1.24 トーマス・キンセラ 

(1832-1884) 

図-1.22 ヘンリーW.スローカム

(1827-1894) 

図-1.23 ウィリアム・キングズレー

（1833～1885） 
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図-1.26 ウィリアム・ツィード

(1823～1878) 

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

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

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

るために派遣された人物であるように見えた。 

 

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

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

でこの点について言及して行く人物である。 

 

1 人目は，州選出の上院議員ヘンリー・クルーズ・マーフィ

ー（図-1.2521）で，弁護士で学者でもある彼はブルックリンで

も尊敬され立派な民主党員であり，ニューヨーク州政府にお

けるブルックリンの利権を確保する主要なスポークスマンであ

った。マーフィーは建設業者のキングズレーを除くブルックリ

ンの誰よりも，架橋に熱心であった。ニューヨーク橋梁会社に

対する設立許可法案を起草したのは彼であった。彼は議会を通

して経緯を把握しており，その時点で橋梁会社の社長を務めて

いた。彼が視察旅行に参加しなかった理由は不明だが，おそら

く重要ではないと考えていたのであろう。しかし，彼の名前は，

視察団の格式を明らかに高め，特にジョン・A・ローブリング

は，彼の仲間との親交を深めたに違いない（首領マクラフリン

のような人物と付き合うというローブリングの考えは，ブルッ

クリンハイツでは大いに眉をひそめられていたようである）。 

 

しかし，2 番目の人物の視察旅行の欠席は，完全に意図的であ

ったと，誰もが確信していた。それについて疑問が出されるこ

ともなく，説明を求める声もなかった。なぜなら，その人物は，

橋梁に関してどのように考えているかを，それまでに言及した

こともなく，ひそひそ話さえしたことがなかったからである。

その人物は，ニューヨークのウィリアム・マーシィ・ツィード

（図-1.2622）であった。 

 

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

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

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

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

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

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

図-1.25 ヘンリー・マーフィー

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

を理解したと推測される。 

 

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

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

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

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

事を進めていた。 

 

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

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

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

彼は仕事以外のことに時間を使うことはなく，いかなる雑談もしなかった。 

 

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

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

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

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

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

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

ような外観であった。 

 

後に，ほとんどの人々は，彼の目，激しい淡青色の目のことを

話すようになる。しかし，その目の背後に，どのような種類の人

物がいるのかは謎であった。彼は，非常に威厳があり，明らかに

十分でたくさんの目的や強固な意思を持った人物であったが，遠

くから称賛される人物に対してはまさに率直に敬意を示す人物

であった。彼の顔つきは，全てが分かっているという様子であり，

まったく親しみやすさはなかった。彼とその橋梁に，とても多額

の資金を出資しようとする人々や既に出資している人々のなか

で，彼を知っていると正直に言える人は誰もいなかった。 

 

そして 1869 年 4 月 14 日の夕方，ユリシーズ・グラント将軍（第

18 代合衆国大統領，図-1.2723）と妻のジュリアがまさにホワイ

トハウスで居住を始め，ニュージャージーの低地の全域でハナミ

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

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

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

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

領のうちの一人と考えられている。 

図-1.27 ユリシーズ・グラント

(1822-1885) 



第 1 章 計画 
 

 
 - 38 -

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

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

あった。 

 

 


