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第 2 章 鉄の男 

世界中の偉大な出来事のなかで，情熱なくして達成

されたものはないと，断言しても良い。 

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル 

（1770-1831） 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

い。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Universe）」を書いていた。 

 

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

れ，3 本の指が動かなくなってしまった。 初の妻が亡くなってから間もなく降霊術を始め，そ
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れ以来ずっと，広いローブリングの屋敷での夕方の集りでは心霊叩音等の話が行われた。当時の

ローブリングは，他の業績だけでなく，死者とも口を聞くといわれていた。 

 

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

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

ントンの人々，ローブリングが実業家であることを認識していた。 

 

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

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

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

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

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

記者に話している。彼が話すと，彼らは耳を傾けた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

質であった。 

 

ローブリングは決して時間を無駄にしなかった。彼との面会に

5 分遅れたならば，その約束はキャンセルされた。かつて南北戦

争中にあった話では，彼が何やらアドバイスをするために陸軍省

のあるワシントンにいて，著名な探検家でもあったジョン・チャ

ールズ・フレモント将軍（図-2.11）の事務所の外で待つように

依頼された。ローブリングは，鉛筆を取り出して名刺の裏にメモ

を書き，将軍宛に提出した。そのメモには「将軍，貴方は私を待

たせています。ジョン・ローブリングには，どのような男性でも

待っている余裕はありません」と書いてあった。 

 

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

ある。 

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

図-2.1 ジョン・C・フレモント 

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

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

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

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

く知られており，ほとんどが土木工学的な職業に関することであった。 

 

1806 年 6 月 12 日，彼は，ドイツのサクソニー州ミュールハウ

ゼンという古代城壁に守られた街で生まれた。そこは，およそ千

年間，大きな出来事もない平穏な街であった。彼は，かつてバッ

ハ（図-2.22）がオルガンの演奏をした教会で洗礼を受け，1815

年の春ローブリングが 9 歳の時，その街の 500 人の男達がワーテ

ルローでナポレオンと戦うために堂々と出て行ったが，それ以外，

ミュールハウゼンでは特別な出来事はなかった。 

 

彼の父クリストフ・ポリュカルポス・ローブリングは，タバコ

店を営んでおり，肖像画でみると控えめで，むしろ円満な家庭の

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

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

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

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

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

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

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

したのが祖母であったと，教えられていた。 

 

ローブリングは，ベルリンで建築学，橋梁建設，水力学を学

んだ。またヘーゲル（図-2.33）の指導で哲学も学んだ。ヘーゲ

ルは伝記的な回顧録で「ジョン・ローブリングは，私が も大

好きな弟子であった」と述べている。有名な哲学者は，独裁的

なプロシアの体制に閉じ込められた熱心な若い自由主義者の世

代に，自己実現の力強い教義と理性の主権を説いていた。その

影響は明白であり，ローブリングにも大きな影響を与えた。ト

レントンでの昔からの友人は「ローブリングにとって，ヘーゲ

ルとの交流は，恩恵でもあり，不幸でもあった」と述べている。

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

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

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

図-2.3 フリードリヒ・ヘーゲル

(1770～1831) 

図-2.2 若き日のバッハ 

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

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

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

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

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

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

決定づけるような限りない空間がある」と教えた。 

 

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

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

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

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

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

れている。 

 

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

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

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

深く進める必要があった。 

 

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

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

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

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

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

くに完成していることになる」と書き残している。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

上の楽園にできるだけ，近づけることであった。 

 

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

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

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

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

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

ゼンに現金で多額の寄付を行った。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

員に良い影響をもたらした」 

 

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

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

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

コロンブスがはじめて大西洋を渡った時よりも長かった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

（図-2.45）。 

 

アメリカ人の船長や船員達が，この余裕があり，ものすごく精

力的な若いドイツ人を，どのように見ていたかは想像することが

できる。例えば，彼はすぐに三等船室の乗客用の適切なトイレを

造る方法の指導を始めた。そのトイレだけが船首部の外側，第一

斜檣のそばで不安定で高いところにある通常の船員が座る場所

にあったからである。ローブリングは「そのような配置は，女性

や子供，あるいは病気や航海で疲れ果てた人達には，全く受け入

れ難いことである」と告げた。彼や他の一等，二等船客は，高級

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

うであった。 

 

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

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

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

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

図-2.4 サミュエル・ジョンソン

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

それによって船の前側すべての部分が照らし出される。 

 

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

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

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

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

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

境は，侵略してきた全てのヨーロッパ人に踏み荒らされてしまっていた。 

 

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

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

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

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

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

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

くその町をゲルマニアと呼んだが，やがてサクソンバーグに変更した。 

 

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

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

中心となるように運命づけられている」と結論づけたと，冗談で書いている。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

ートに向かう道路はひどいものであった。 

 

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

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

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

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

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

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

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

ことに成功した」と結論づけている。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ルハウゼンから移ってきた仕立屋の長女と結婚した。 

 

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

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

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

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

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

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

満足しておりません。・・・」と書いている。 

 

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

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

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

子がそのようなことを理解できる年頃になるずっと以前に終わっていた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

とは難しいであろう・・・・」 

 

また彼はジョンズタウンで，新しく建設さ

れたポーテージ鉄道の機能に精通するよう

になった。この鉄道は長く傾斜した斜面を利

用して，運河船を牽引する機能（図-2.67）

を持った鉄道システムであり，アレゲーニー

山脈を越えて，東側斜面の麓のホリデーズバ

ーグと，西側斜面の麓のジョンズタウンを結

んでいた。その構造は，一般に当時の工学的

技術の奇跡の一つと考えられており，ローブ

リングはその魅力に取りつかれた。彼はいろ

いろと研究を行い，そこで使用している巨大

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

図-2.6 アレゲーニー・ポーテージ鉄道 

（船を牽引する模様） 

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

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

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

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

事故では，2 人の男性が圧死することもあった。 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

あった。ピッツバーグ北西のビー

バーフォールズの工場から購入

した素線を，小さな建物内で継い

で野外に引き出してリールに巻

き上げる。 初に素線のストラン

ドを別々に並べ，次に彼が考案し

た粗末な機械で太いロープ（図

-2.78）に撚り合わせて行く。その

作業は，他の全ての工程と同様に

人力で行われた。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

思いがけない時代が始まりまったようでした」と書いている。 

 

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

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

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

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

図-2.7 ワイヤーロープの構成 

Wire（素線） 

ロープ本体

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

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

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

理を造りました」とワシントン・ローブリングは書いている。 

 

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

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

ったのであろう。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

で，1 径間をおよそ 160 フィート（49m）とし，河川を 7 径間で渡る橋梁であった。用水路は，幅

が 16.5 フィート（5.0m）で，深さが 8.5 フィート（2.6m）であった。その水路橋はアレゲーニー

川を跨いで，2 千トンの水とそこに浮かぶ運河の艀（はしけ）を通過させた。この艀は，幅が狭

く，厚板が張られた船引き道を歩くラバによって牽引された10。鉄道学術誌には「この橋梁は初め

て採用された形式であり，その建設はピッツバーグ市の進取の精神をよく表している」と記載さ

                                                        
9  http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/RDA.html （参照日 2014-01-24） 
10  ピッツバーグ新聞は，その構造物が水と重い荷物積んだ 6 隻の艀を同時に運べるほど丈夫であることを重視

していた。船舶は，単にそれ自身の重量を水と置き換えたにすぎず，船舶の有無にかかわらず全重量は同じで

あることを，編集者は明らかに気づいていなかったようである。 

図-2.9 ローブリングが考案した水路橋の構造 

（デラウェア－ハドソン運河の水路橋の説明図より） 
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れている。だが，ローブリングが計画に携わったペンシルベニア鉄道が，運河を廃業した後，1861

年に水路橋は解体された。 

 

彼が水路橋を建設したその冬は，彼の人生の中で， も厳しく，大変な努力が必要な時期であ

った。彼自身で，それを設計するだけでなく，施工におけるあらゆる段階で，凍りつくような風

や，みぞれや雪の中で，細長いキャットウォークの上を行き来し，ケーブルストランドから吊っ

た小さな吊腰掛で揺られて進み，監督し，行動を共にした。ケーブルは，素線の状態から現場で

撚りあげて製作された。この方法は彼がそれ以降に建設した多くの橋で採用された。彼は，ケー

ブルを定着する斬新な技術も考案した。それは，石造構造に埋め込んだ鉄製アイバーの巨大な連

鎖構造にケーブルを繋げるという，既存の吊橋では全く使われていなかった方式で，その後，彼

が建設したすべての吊橋で使用した技術の一つである。 

 

彼は公言した期間内にきっちりと完成させた。そして，それを達成したことの本当の重要性を

痛感した人物は，彼以外にはいなかった。その後の彼の仕事と比べた場合，その橋梁は荒削りで

規模も小さく，パッとするものではない。また，その橋が短命で終わる日が来ることを，彼はお

そらく知っていたはずである。施工者としての彼自身の技術力や完璧さは言うまでもないが，重

要なことは，巨大な重量を吊橋で支持できることを，彼が示したことであった。 

 

1845 年 4 月，水路橋が供用される１ヶ月前に，ピッツバーグの半分以上が全焼する大火事が起

こった。ある目撃者は「火事の勢いは，分岐した舌のような炎が，突き上げ飛び跳ねるように，

家から家へと，建物群から建物群へと，街区から街区へと進み，恐ろしいほどの規模であった」

と書いている。被災した中にスミスフィールド通りのモノガヒーラ川を渡る古い屋根つきの橋が

あり，結果的に，ローブリングは 初の本格的な橋梁を建設する機会を得た。その橋梁（図-2.1011）

が，彼の企画した旅行の 初の視察対象であった。 

 

                                                        
11  http://pghbridges.com/pittsburghW/0584-4476/smithfield1846.html （参照日 2016-01-24） 

図-2.10 モナガヒーラ川を渡るスミスフィールド街路橋 
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さらに 1848 年，彼は，デラウェア－

ハドソン運河に架かる 4 橋の吊構造の

水路橋（図-2.1112）建設に着手した。

この運河は，ペンシルベニア東部の無

煙炭産地とハドソン川の潮汐影響地帯

を結ぶものであった。一方，自らの構

想記事を書き，1847 年にピッツバーグ

の商工会議所で，1 万 2 千語の論文を 2

回に渡って発表した。それは「フィラ

デルフィアからセントルイスへの大規

模な中央鉄道」の即時の設立を求めた論文であった。彼は｢鉄道は魔法の杖のように，地域に変化

をもたらそうとしている。新しい国家がまさに誕生しようとしており，この鉄道はあらゆる鉄道

の中で 大級となり，莫大な交通量に対する将来のハイウェイとなるであろう」と発言した。こ

れもまた，彼の洞察力のある宣言のひとつであった。実際に，ペンシルバニア州は 5 年間以上も

ピッツバーグを復興させることができず，ローブリングはそれを待っていられなかった。 

 

彼がサクソンバーグから出てゆくことについて，真剣に考え始めた時期は不明である。しかし

「大規模な中央鉄道」に関する演説を行った翌年の 1848 年に，そのような鉄道の見通しはなかっ

たものの，おそらくサクソンバーグは全世界の中心とはならず，いずれにせよワイヤー産業には

適した場所ではないと判断した。彼は，できる限り徹底的に課題を分析し，ニュージャージー州

のトレントンという古くからの英国植民地の町に移転することに踏みきった。その町の当時の全

人口は，およそ 6 千人であった。 

 

彼は，友人や親戚，そして彼らが何年間もかけて築きあげた全てのものを残して，サクソンバ

ーグを出て東に向かった。これは，その当時のペンシルバニア州を出てオハイオ州を越え，まだ

人の少ない地域に向かうという時代の流れに逆行するものであった。彼の妻と子供たちは，後か

ら移ってくることになっていた。ワシントン・ローブリングは「父はサクソンバーグに愛想をつ

かしており，二度とそこを訪れることはありませんでした。彼はオランダ人のあらゆることに嫌

悪を抱いており，それについて暗に言及することはありませんでした」と書いている。サクソン

バーグでは「物言わぬオランダ人が，後に残った」と言われている。 

 

 

 

今，当時と同じルートでピッツバーグに戻って自分の足跡を再びたどり，自分のこれまでの仕

事の 上のものを見直そうとしている男は，大きな変化を遂げていた。彼は，橋梁建設にたずさ

わるようになって世界的に有名となり，ワイヤー事業でも成功していた。1869 年 4 月のその晩，

駅のプラットホームに立っていたジョン・A・ローブリングは，100 万ドル以上の資産を持ってい

た。この資産は，彼の意思で後日，明らかにされることになる。しかし，別な事態，近親者やわ

                                                        
12  http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/RDA.html （参照日 2014-01-24） 

図-2.11 デラウェアの水路橋 

（現在は道路橋として供用） 
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ずかな関係者だけが知っている個人的な事態が起こっていた。すなわち，彼の周りに人が集まり，

常に彼があらゆる面で頼られている状況が，悪評や財産以上に，彼に大きな影響を及ぼす事態と

なっていた。 

 

南北戦争が始まる前の 10 年間，彼が技術者として も活躍した期間，たまに自宅にいるときで

さえ，彼の態度は次第に他人行儀となり，感情を表さないようになっていった。4 月のある日，

彼の幼い娘のエルビラは，家の周りの色々なものが，いかに新緑で素晴らしくなったかを父に知

らせようと手紙を書いていて，不意に，春の季節に父親が自宅にいた記憶が全くないことに気づ

いたことがあった。ローブリングは，工場の日々の運営のほとんどをチャールズ・スワンに任せ

ていた。スワンは，アレゲーニー水路橋でいっしょに働いたピッツバーグ出身のドイツ人であり，

ローブリングは，彼をトレントンに連れてゆく約束をしていた。スワンは，ローブリングと上手

くやってゆける「気楽な性格」であり，ワシントンが心得顔で論評したように，それは重要なこ

とであった。またスワンは，雇い主であるローブリングの細かいことに対するこだわりや，自分

以外の他人の意見を基本的に信用しない性格に対して，素晴らしい忍耐強さを持った人物であっ

た。再三再四，彼ら 2 人で一緒にトレントンの駅に向かって馬で下って行った。ローブリングは，

ナイアガラフォールズやシンシナティのような現場に向かう途中であり，スワンに対してすべて

の決定権限を与え，その権限で物事を進めるように指示していた。しかし，そのようにうまくは

行かなかった。スワンは，几帳面にほぼ毎日，実施すべきことや実施してはいけないことを尋ね，

ローブリングが，郵便による返信でしっかりと指示してくれることを期待していた。どんな些細

なことも， も厳格な水準で行う必要があった。ローブリングが，従業員の筆跡に不満である場

合，スワンがそれについて尋ねると「彼は，筆跡を直す努力をすべきであり，君が受領したうま

く書かれた手紙や，参考として提供されたものを，注意深く吟味する必要があります・・・」と

の返信を受けたようである。そこには，手紙の宛名の正しい書き方の実地教育（「宛名は封筒の上

側の高い部分に記入してはならない。むしろ，中央部の下側とすることで，それが商業主義でな

いように見える」）も，含まれていたようである。見た目は極めて重要であった。 

 

スワンへの手紙には，時系列のように 3 桁の番号が付けられ，いつも厳密な事務的な通信文で

あった。スワンが，ジョン・ローブリングと長年いっしょに仕事をして，ずっと家族のように過

ごしていたにもかかわらず，ローブリングは一度も，彼らの間に友情の絆があることを伺わせる

記述を一行も書くことはなかった。旅行で面白い人々に会っていても，それについての言及はな

かった。訪れた場所で，何らかの印象があったとしても，それらについて何も言っていない。ロ

ーブリングにユーモアのセンスがあったとしても，そんな痕跡は残っていない。 

 

ローブリングの仕事への没頭ぶりは，想像を絶するものであった。彼は，並み外れて勤勉な男

性達が特徴となった時代に生きていた。そして，その時代はほとんどの人々の人生が，厳しい仕

事で占められており，それが当然のことと考えられていた。それでも，彼の計り知れない気力や，

目前の仕事に対する全面的な傾倒は，たとえ，それがいかなるものであろうとも，彼に接した誰

にも超人的なように見えた。形而上学が彼の唯一の気晴らしならば，トレントンで言われたよう

に，仕事が唯一無二の情熱のようであった。かつて彼は全く無意識のうちに，そのような仕事へ
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の没頭から生じる驚きというより，むしろ滑稽な極限状況を見せたことがあった。1855 年の元旦

に，彼の妻が次の子供を出産した。しかしその知らせがナイアガラフォールズに届いた時，その

橋梁技術者にとっては，明らかに大変な驚きであった。彼はスワン宛に「あなたからの 2 通目と

3 通目の手紙が手元に届きました。手紙の 後に，ローブリング夫人と赤ん坊がとても順調であ

ると書かれています。これには驚きました。ジョアンナ・ローブリング夫人の出産については何

も聞いていません。あなたは何を言っているのでしょうか。返信郵便によって答えてください」

と全く事務的に書いている。良くいえば，スワンは電報を使うような無駄遣いはしなかった。 

 

ローブリングにとって南北戦争とリンカーンの暗殺は，たいへん辛い出来事であった。彼はア

メリカに到着した当初に「私としては，全ての黒人が自由になるために努力して，幸運をつかめ

るように祈りました」と書き残している。奴隷制度は，それ以外が理想的な国における「 悪の

ガンのような苦悩」であった。リンカーンが，サムターへの攻撃後に志願兵を募集したしたとき，

ローブリングは食卓の端の自分の席に深刻に黙って座り，そして不意に息子ワシントンに振り向

き「おまえは，私の庇護の下で，十分に羽を伸ばしてきたと思わないか」と話しかけた。まさに

次の朝，青年は入隊した。ローブリングは「国全体が，不公平な罪に一世紀の間ずっと浸された

とき，政治的な竜巻でその環境を浄化する必要があるのかもしれない」と私的なノートに書き残

している。だが戦争が何年も長引いたので，彼は絶え間なく息子のことを心配していた。そして

リンカーンの死のニュースは，巨大な個人的な悲劇のように彼に降りかかった。彼は痛烈に「我々

は，ぞっとするような事実から目をそむけてはならない。それは，歴史上の著名な事象が，長期

に亘る個人や国家の，あらゆる種類の恥ずべき行為による憎しみ・虐待・抑圧・大虐殺・迫害・

果てしない戦争から，生み出されてきたという事実である」書き残している。 

 

だが， も深刻な打撃は，南北戦争の 後の年（1865 年）に，ジョアンナ・ローブリングが亡

くなったことであった。サクソンバーグを出てからずっと，彼ら夫婦は，うまくいっていないよ

うに見えた。彼女は，結婚した日から亡くなるまで，誠実に愛情をもって彼を支えたが，彼は自

らの研究・執筆・仕事に，ますます没頭するようになっていった。彼女は，ほとんど教育を受け

ておらず，彼がとても重要だと思った事について，ほとんど理解していなかった。彼は，ほとん

ど留守にしており，常に 高級の旅を続けていた。彼女はどこにも行かなかった。彼女の世界は，

玄関の踏段から見ることができるような，たいへん狭いものであった。彼女は晩年になって，大

部分の日常的な会話をうまくやっていくために，英語で話すほうが楽であると感じていたようで

ある。 

 

ワシントン・ローブリングは，まもなく彼の妻になるエミリー・ウォーレンへの手紙に「純粋

な心をもった女性であり，母以上に暖かい気持ちに恵まれた人に，あなたは滅多に会えないでし

ょう。それゆえ，あなたも分かっているように，ずっと以前に，父は社会的競争という面では母

を引き離しており，ある意味で，母はもはや父の同志ではなかったのです。あなたのような才能

のある女性のほうが，彼の 40 歳から 50 歳までの人生には，間違いなく適していたのでしょう。

でも全体的に見ると，彼は，人生における優良でまっとうな配偶者を，持つことができませんで

した。強い情熱と推進力を持つ男性は，従順で信頼できる女性とだけ，うまくやっていけるよう
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です」と書いている。 

 

そのジョアンナ・ローブリングは，夫の心の広さや豊かさ，あるいは，ほとんどの人々が当た

り前と思う彼が造ったものの途方もない美しさを，決して理解することはなく，したがって，十

分に認識することもなかった。しかし，彼の子供達は，たいへんよくわかっていたけれども，そ

の理解不足は手遅れになるまで，どちら側にも働いた。彼女が亡くなったとき，彼はシンシナテ

ィにいたが，葬儀の後，「鉄の男」は家庭用聖書を取り出して，空白の１ページに次のように書い

ている。 

 

心から愛した妻，ジョアンナは，9 ヵ月の長患いの後，彼女自身と掛け替えのない人々

に見守られて安らかに，1864 年 11 月 22 日，火曜日，午後 12 時 30 分に亡くなりました。

この親愛なる亡き妻は，寛大なる愛と献身によって，世界に恵みを与え続ける人間の形

をした天使の 1 人でした。－彼女は，自分自身のことを決して考えず，他人のことだけ

を考えていました。他人に対する些細な悪意も，彼女の献身的な心に入りこむことは，

決してありませんでした。そして，やはり彼女は，子供達に対する愛情にとって，なん

と大切な存在だったのでしょうか！ 至らない点は全くありませんでした。－彼女は，慎

み深く，辛抱強く，情け深い人でした。私の唯一の後悔は，そのような純粋で無私の心

を，私自身が十分に評価できなかったことです。あの世で，親愛なるジョアンナ，貴方

に会えることを望んでいます。そして，その時には，私自身の愛と献身が，貴方に劣ら

ないようになっていることを望んでいます。 

 

いつも哲学に熱心であった彼は，その時点で，青線が引かれた数百枚の用紙を，彼自身の私的

な構想や，人間・物質・真実・宇宙の本質に関する考察で，埋め始めた。その文字は用紙に対し

て斜めで，まるで相当に急いだように，強い筆圧で，余白を全く残さないように書かれている。

彼によれば，真実とは「目的と主題の調和」であり，「究極の思想や絶対的な思想は，他の全ての

思想を含んでいるもの」である。真実とは，次のような全ての人々に訴えなければならないもの

である。その人々とは「内なる自意識をまだ理解していない人や，精神的人格や精神的健全性が，

依然として主権を示している人」である。彼は「存在するには原因がある」と断言していた。彼

は，人生そのものに関して，激しくうねりのある流れに沿って「ぐるぐる回っているようなもの

であり，普遍性という巨大な海洋に向かう流れを，自分自身が引き寄せることで前進するもの」

と見ていた。 

 

それらの言葉はとても印象的に聞こえたが，彼が言おうとすることは，時々伝えることが非常

に難しい場合があった。また，どうやら彼の「自然の真実」や他の随筆を読むことを許された数

人の人々には，それらの記載内容がとても粗っぽいことが分かったようである。専門外の哲学者

は，周りの人々が知っている明白で緻密で真面目な人物とは，大違いのように思われた。あたか

も，若干理解しがたいドイツ人の神秘性が，過去の深い奥底から，表面に出てきたようであった。

その家族の友人の 1 人は「私は，ジョン・ローブリングの哲学書を読むように勧められたことは

一度もないが，人の話から，私はそのような状況に決してならないように願っていた」と述べて
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いる。 

 

しかし，かなり明瞭な時期もあった。ある時，彼は「我々は働き，勉強するために生まれてき

ている」と書いており，それはまさに彼自身のことであった。「真実の人生は，活動的であるだけ

でなく，創造的でもあるべきだ」と主張している。また別の時には「私の知的性格で不足してい

るものは，私の周りのすべての人々との調和することである。あらゆる新しい調和は，私にとっ

て新たな安らぎの使者であり，新たな償いの新たな誓約である」と述べている。 

 

長年，彼は，組織化された宗教には積極的な関心を示さなかった。ルーテル教会の布教が拡が

り，ローブリングはトレントンに移ったあとで長老派教会員となったが，かなりの長い間，彼の

信徒席は訪問者の席として利用されていた。彼は息子の何人かを

連れて時々姿を現すことがあり，彼らが側廊に沿ってやって来た

ので，すべての人が彼らを見ている。しかし，彼は神との精神的

な交流は，前向きな人生を通して達成されるべきであると考えて

いた。彼は「人間の理性は神が造ったものであり，我々が神を認

識できるように我々に理性を与えた」と書いている。 

 

彼は，スウェーデンボルグ（図-2.1213）の教えを，心酔してい

た。スウェーデンボルグは，前世紀の素晴らしいスウェーデンの

物理学者であり，原罪と永遠の天罰の教義を否定し，個人に関す

る精神進化論を書いた人である。そして，スウェーデンボルグの

様に，彼は心霊主義を受け入れた。 

 

およそ 20 数年間，心霊主義は，大西洋に面する両方の大陸の

知識人達に支持されていた。フォックス姉妹（図-2.1314）と彼女

達の大々的に宣伝された「ロチェスター鼓音現象」はアメリカで

始まった。その後，信仰に熱心で真剣な団体となっていった。そ

れは，驚くほど多くの，信仰に熱心で真剣な人々に対して，不思

議で力強い魅力のあるものであった。疑い深く分析的な性格の

人々には，精神的な領域の存在を証明したように思われた。経験

豊かな知識人達には，伝統的な教義に対する信仰が科学的な発見

によってぐらつき，それは少なくともひとつの選択肢のように思

われた。ローブリングは，それを信じるようになった訳を説明し

ていない。だが彼は晩年に「精神世界」や，あの世の住人との死

                                                        
13  http://highermeaning.org/People.shtml （参照日 2016-01-25） 

スウェーデン王国出身の科学者・神学者・神秘主義思想家で，生きながら霊界を見て来たと言う霊的体験に

基づく大量の著述で知られている。 
14  http://afflictor.com/category/great-photography-online/page/8/ （参照日 2016-01-25） 

霊と交流できると告白したことで一大交霊ブームを引き起こし近代スピリチュアリズムのきっかけを作った

とされる 19 世紀のアメリカの姉妹。 

図-2.12 スウェーデンボルグ 

(1688～1772) 

図-2.13 フォックス姉妹 

マーガレット(1838～1893) 

キャサリーン(1841～1892) 
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の間際の対話の可能性について，深く信じていた。特に，彼は，

アンドリュー・ジャクソン・デービス（図-2.1415）が記述した死

後の世界を信じていた。デービスは，「ポキプシー予言者」と呼ば

れ，アルコール中毒の靴屋の息子で，顔は青白く近視で，ローブ

リングの評価では，空前絶後の偉人の 1 人であった。 

 

デービスは，透視者・信仰療法家で，1844 年に 17 歳で瞬く間

に有名人になった人物である。その時，彼はニューヨークのポキ

プシーにおいて，催眠状態で 初の「空間を通り抜ける精神的な

飛翔」を経験した。その後の数年間，米国東部のあちこちに出か

けて何百回もの講演を行い，その際には専任の催眠術師を同行し，

透視のたびに催眠状態に入った。これは，呪文を唱える間に，あ

らゆる事を書き留めるニューヘイブンの伝道者と同じであった。これらの講演すべては，本とし

て出版された（そのような本の 1 冊は 34 版まで続いた）。彼の説教は，超自然的な神秘，科学，

あるいは科学とみなせるもの，進歩的な社会改革，知的な懐疑論および誇大な想像力が，奇妙に

入り混じったものであった。ローブリングにとって，このようなあらゆる衝撃は，重要な事であ

った。それは，まるで彼が宗教の啓示に打たれたような状況であった。彼は，ホレス・グリーリ

ー16宛に長い手紙を書いた。それは，千人の孤児達を身体面や精神面で十分に教育できる孤児院の

設立を提案するもので，豊かな暮らしに対するデービスの構想に従ったものであった。やはり「地

上の楽園」の可能性は，依然としてあった。 

 

デービスが描くあの世は，生活の活動範囲や一連の意識状態が複雑な階層構造となっているも

のであり，それら全てが地球表面に，幾何学的に同心円状に重なったものであった。この考えは

明らかに，ローブリングの物理学や天文学の知識の観点から，彼が聞いた他の考えよりも，道理

にかなうものであった。また，デービスの豊富で神秘的な言葉遣いが，ローブリングには理性で

納得するよりも，さらに深く理解できたようである。 

 

ローブリングの家族にとって良かったことは，彼が食卓で絶えず，それらの事柄を詳しく説明

したことであろう。その説明は，デービスの講話や，ローブリングが自分の教科書として読んだ

一部の哲学に関する講話を使用して行われた。その説明がどんどん進むにつれて，彼の声は力強

くなり，それを聞いている彼を尊敬する子供達が，彼の話が大体理解できるかどうかにかかわら

ず，進められた。ワシントン・ローブリングは「子供達は，明るい太陽の下で若いフクロウのよ

うに，まばたきしながらそこに座っていた」と述べている。ワシントンは，父がよく話していた

「生命力」が，そのような活力を持った人に急増する時があり，父のようにする限り，青年の中

にも宿るようになることを，肝に銘じるには十分な年頃であった。それは，サクソンバーグの製

図机で，老眼鏡が必要になる以前は，執筆や自分が関係するあらゆることで夜遅くまで働いてい

た父，南北戦争前のピッツバーグでは 新の政治ニュースの断片に青ざめ，直行で家に戻って工

                                                        
15  https://brianaltonenmph.files.wordpress.com/2010/12/ajd_portraits.png （参照日 2016-01-26） 
16  当時， も影響力のあったニューヨーク・トリビューン紙の編集者 

図-2.14  A・J・デービス 

(1826～1910) 
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場の全ての民主党員を解雇すると断言した父，朝起きたら朝食前に古い毛皮の帽子を被ってステ

ッキを持ち，犬を連れて家を出て野原を歩き，自分で言うように食欲を起こさせた父，いくつか

の子供じみた間違いに対して，すごい懲罰を与えようとして手元に帯紐を持ち，その目は燃える

ように忘れられないほど激怒していた父，そのような父の生き方であった。 

 

しかし，ジョアンナの死後数年間，ローブリングは精神世界や病気や死の話に，以前にも増し

て没頭しているようであった。彼は，自分の家庭のことを心配していた。彼は消化障害を患って

いた。まだ自宅に住んでいた子供達，特に末っ子で母のお気に入りであったエドモンドには，不

安で不快な日々が続いていた。母親が亡くなった時，父親は相変わらず忙し過ぎて，彼の相手を

する時間はなかった。父親が 1867 年に再婚したとき，エドモンドは全寮制の学校へ送り出された。

ワシントンの記述によれば，彼はその学校で，耐え難いほどの陰険ないじめを受けて学校を逃げ

出したが，捉まって連れ戻され，冷酷な父親に死にそうになるほど叩かれて，学校へ送り帰され

たとのことである。エドモンドが二度目の脱走をしたときには，見つからなかった。ほぼ 1 年間，

家族はその行方を心配していた。その後，全く偶然にフィラデルフィアで刑務所をたまたま視察

していたトレントンの男性が，彼を発見した。ワシントンは「彼は父親から逃げるために，自分

から平凡な浮浪者として入所し，初めて人生を楽しんでいました」と説明している。 

 

全ての出来事は，まったく内密にされていた。家族の誰もが，そのことを決して話さなかった。

新聞記事にもならなかった。ワシントンが後年に書いた個人的なメモ以外，その出来事の記録は

残っていないようである。しかし，ジョン・A・ローブリングの哲学的な忘備録には｢男の良心」

という見出しで，エドモンドが再び家に戻った時期に，以下のように書かれている。 

 

男は，事業の成功に満足しているかもしれない。彼は，障壁を克服することや，彼の相

手や敵を打ち負かすことや，大きな仕事を達成することや，大きな精神的な問題を解決

することや，以前は実行不可能と言われていた仕事を達成することに，成功してきたか

もしれない。英雄は賞賛され，公式な恩恵が布告される。あらゆる評論家に祝福され，

彼自身は得意満面となり，自分が素晴らしい人物であると自己評価している。自分の心

の奥底のある種の穏やかな時を隠して，過去の功績や，思考や活動の動機を回顧してい

る。そして自らの良心による厳しい判断の前では，救いようがなく，虚偽者で，自分自

身をごまかしている人物である。しかし，誰もそれに気づいていない！ 自分自身は，気

づいているのだろうか？ 自分自身から自分を隠すことができる人がいるのだろう

か・・・？ 

 

ワシントンは，母はずっと生きていると信じていたが，何も起こらなかった。その後，ある夜

に彼女が戻ってきた。 

 

 

 

「私たちが，つい 近感動したことは，母との霊的な交信です」と，ジョン・ローブリングの
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次男フェルディナンド・ローブリングは，1867 年 11 月 12 日に，その当時ヨーロッパにいた兄の

ワシントン宛に手紙を書いている。いとこのエドワード・リーデルが霊媒であった。エドワード

とローブリングの製図工を勤める若いウィルヘルム・ヒルデンブラントは，ある土曜日の夜に彼

らの部屋で座っている時に，エドワードの椅子の足元が 3 回のノックされる音を聞いた。フェル

ディナンドは「エドワードは，何がその音を出しているのか分かりませんでした。だから，彼ら

は，その部屋や隣の部屋，ベランダと周りの全てを調べました。依然としてノック音はエドワー

ドの後を追いかけてきて，いつも彼の足元で聞こえました。それで彼らは，いくつかの質問をし

ました。『悪い幽霊なの？』 返事はありません。『良い幽霊なの？』 3 回のノックがありました。

これらと同じような 2 つの質問を数回繰り返した後で『もしかして，こんなことを止めてもう寝

なきゃいけないの？』と尋ねました。そしたら，3 つの素早いノックが返ってきました」と書い

ている。 

 

ローブリングは，翌朝そのことを聞かされた。その夜，彼らは事務所で円陣を組んでいたが，

どうやら諦め，リーデルが部屋に戻って靴を脱ぐまでは，何も起こらなかった。突然リーデルは，

ノックの音を聞いた。それは台所の方から聞こえた。ローブリングが呼び出され，彼ら全員が素

早くそこに集まった。それから，彼らは，アルファベットを使って，それが誰の霊なのかを調べ

た。エド以外，誰も答えを聞き出すことはできなかった。全員がすごく興奮して，ローブリング

1 人が特に想像を膨らませたようである。フェルディナンドによれば，ローブリングは 2，3 の質

問をしたが，どれにも反応は無かったようである。そして，霊との交信で唯一の重要なお告げは，

彼女が 2 週間後に戻ってくるだろうということであった。そして，彼女が戻って来る時のために，

ローブリングは，あらかじめ慎重に考え抜いた質問事項の長いリストを準備していた。これが｢あ

の世｣と対話する彼の初めての実質的な機会であったとすれば，人生において周到に準備してあら

ゆる転機となるようと努めていたので，そのような機会が訪れたのであろう。 

 

交霊会の冒頭で，ローブリングは，それが妻の霊であることを断定して，ウィリーとメアリー

という彼の 2 人の亡くなった子供達や，自分の父親や母親，フレデリック・オーバーマンのこと

を尋ねた。フレデリック・オーバーマンは，フィラデルフィア出身の有名なドイツ人の冶金技術

者であり，ローブリングがサクソンバーグを出て以降の時期に知り合った親友の一人である。15

年前に亡くなったオーバーマンは，かつてローブリングに「人生は活動の賜物であり，活動の変

化は死だけである。その活動が，橋梁技術者の永久的な印象を創り出す」と話していた。 

 

その時に，ローブリングは，用意したリストを使い始めた。 

 

「貴方は私の 愛の人であり，私が霊界や霊領域について貴方に話したことを覚えています

か？ その話題について，アンドリュー・デービスから教えられた意見や見解を覚えていますか？」

3 年ぶりに， 愛の妻と再び話をすることができることを確かめながら，質問の大筋は，自分自

身の一連の信念を確かめるように，きっちりと整理されていた。彼は，知りたがっていた。「デー

ビスが全体的に見て正しいの？」，「はい」，「細かいところも？」，「はい」。交霊会はそのような調

子で進み，その後の交霊会でも，引き続き 11 名の他の人々とも，そのように進んだ。例えば，1868
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年 1 月 25 日の夜の会話は，次のように進んだ。 

 

「霊として生まれた後で，新しくなったように，若く，精力的で，活力で満たされてい

ると感じましたか？」 

「はい」 

「すべての病気がなくなり，新しい霊的な体は痛みから解放され，若さや活力を喜んで

いますか？」 

答えはない。 

「公開講演に出席していますか？」 

「はい」 

「お気に入りの講師は誰ですか？ 名前をつづってもらえますか？」 

「チャニング C-H-A-N-N-I-N-G」 

「宗教について学んでいますか？」 

「いいえ」 

「そこで聖書を手に入れましたか？」 

「いいえ」 

「本が無くても学べますか？」 

「はい」 

「神がかり的な真実と自然の真実は同一のものであると，先生から教えてもらっていま

すか？」 

「はい」 

「キリスト教の聖書、ユダヤ人の聖典、トルコのイスラム教の聖典やそれに類する本，

すなわち神の起源や神の啓示について書かれたあらゆる本は，すべてが人間の作文であ

り，それゆえに間違う傾向がある。この見解は正しいですか？」 

「はい」 

「あらゆる男性は，心の中に神から授かった信念の輝きを持っている。それだけで自分

を救うことができ，自分を高めることができる。そうですよね？」 

「はい」 

 

ローブリングは，自分が知りたかった全部の答えを聞き出した。3 月 22 日の夜には，彼女への

合計 61 項目の質問を用意していた。彼は初めに「それらの説教は，常に厳粛でなければならない。

私は，取るに足らない話で時間を浪費しないようにする」と彼が述べると，彼女は「はい」と答

えた。「私は，真実を知らねばならない」と彼が言うと，彼女は再び「はい」と答えた。 

 

そのうちに彼の頼みで，彼女は多数の他の霊を一緒に連れてきた。6 月 14 日の夜には，ウィリ

ーとメアリー，祖母のハーティング，オーバーマン，ローブリングの兄のカール，もう一人の兄

弟，そして，ローブリング夫人の他に 3 人が，その場にいて全員で 10 人となった。それでも，ロ

ーブリングは彼ら中の誰とも，個人的な会話をする時間を取らなかった。一連の質問が，きっち

りと前回のように続けられた。しかし真っ暗な部屋の雰囲気は，緊迫したままであった。ある時
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若いエドモンドは，彼には祖母のハーティングの顔が見え，祖母が彼に触れようと手を伸ばして

いたと，大きな声で言ったことがあった。いずれにせよ，生きている新ローブリング夫人が，こ

れらのどの交霊会にも，傍聴するために招き入れられたかどうかは，不明である。 

 

イースト川橋梁に関わっていなかったとすれば，死者と一緒に行うそのような集会は，家族全

員に受け入れられていたかもしれない。しかし，この頃，橋梁は，ローブリングの人生で 優先

する情熱の対象となっていた。彼が，橋梁の計画を立案したのは，1867 年の夏，すなわち交霊会

が始まる前の夏であった。ちょうど 3 ヵ月間，集中的に取り組んで，図面，配置計画，予備調査

を実施し，深浅測量を行い，原価見積りを作成し，そして全部で，ほぼ 1 万 4 千語に及ぶ提案書

を書きあげていた。後になって，一部の人々は，まるでローブリングが，あと僅かで死んでしま

うことを悟っていたようだと，述べている。そして，たとえ自分が死の対象になっていたとして

も，胸の中の多くのことを，残すつもりだったのかも知れないと，長男のワシントンは回想して

いる。 

 

ワシントンは，橋梁建設で，ローブリングと一緒に出向いて働いていた家族の一人である。ワ

シントンは，父が戸外で 100 人いやそれ以上の人々に指示を出すときには，全く違った人となり，

父の橋梁が，それを見に来た全ての人の話題となっていることを認識していた。彼は誰よりも，

父の影響がいかに大きいかを理解していた。さらに，彼は，ローブリングが信頼した 1 人であり，

誰にも言わないような事柄についても，彼には話をしたようである。ローブリングは，この息子

を無条件に信頼しており，自慢の種であった。そして，二人が一緒に働くという条件で，新しい

橋梁建設に着手することに同意していた。 

 

そして，彼の中に起こった別の変化，つまり，彼のよそよそしさや，加齢による不機嫌のさら

なる増進や，霊界への傾倒について，後に発言や記述を通して解説したのはワシントンであった。

南北戦争以来，国内で起こっている状況を，ジョン・ローブリングが見て考えた結果が，深刻で

憂鬱になるような幻滅であった。彼が常々口にしていたアメリカの巨大な原動力は，あらゆる人々

が，自分自身をより良くし，自分自身を満足させる機会を持てることであった。それがいまや巨

大な原動力が，むしろ平凡な貪欲さに近いように思われた。ローブリングは，子供達に「私がア

メリカに移住したのは，ドイツをそれほど軽視していたわけではないが，この新しい国の原動力

には，自分の能力を 大限に活用する自由がある」と話していた。「個人のエネルギーと意志の力」

を持っていれば，人が成し遂げようとすることに，ほとんど限界はなかった。さらに彼は，その

時代の多くの人々のように，工学面での記念碑的な長く残る作品を残しており，彼の仕事は特に

国家的な雄大さを有していた。彼の恩師であるヘーゲルは「画期的な出来事という着想は，いつ

も適正で妥当な形態を見つけるものである」と書いている。彼自身がアメリカに初めて上陸して

見た蒸気船・運河・幹線道路・鉄道・橋梁は「進んだ自治の民族の協調した活動」の直接的な結

果であったと，彼は書いている。 

 

だが，いまや彼は疑いを抱いていた。その頃，彼が毛嫌いしている能力を 大限に活用してい

る男達や，自治が作り出す贋物を見続けてきた。そして， 近，そのような堕落に彼自身の仕事
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が関与するのを見てきていた。彼は，ブルックリンでの全ての仕事から手を引くことについて息

子と真剣に話したほど，深く悩んでいた。 

 

しかし，この時，軽目の外套を着て，柔らかいフェルトの帽子をかぶって，橋梁視察団に加わ

るために待っていた。彼の他の息子の誰か，妻，あるいは，忠実なチャールズ・スワンあたりが，

彼と一緒に駅まで来て，付き合っていたとか，土壇場の指示を聞いていたとかは，分かっていな

い。しかし，ワシントンは，他の人々と一緒にブルックリンを出発し，列車が停止した時，父親

を迎えるために特等客車の乗車口で待っていたはずである。 

 


