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第 3 章 生粋のアメリカ言葉 

彼は我々の言葉を完璧に話すことはなかった。彼が

我々の土地で生まれ育ったのではなかったからで

ある。しかし，シンシナティやピッツバーグやナイ

アガラでは，生粋のアメリカ言葉を話した。 

トーマス・キンセラ 

（ブルックリン・イーグル新聞社） 

 

ローブリングが乗車して，すぐにシャンパンとサンドイッチが配膳された。その後，小規模な

祝賀会が，誰もがもう少しだけと言わないほど遅くまで続いた。だが翌朝 5 時，ローブリングが，

彼ら全員を起こしたときには，かなりの文句が出た。ローブリングは「アレガニー山脈の日の出

を，皆さんに見て頂きたかったのです」と言った。 

 

列車は，朝食をとる間にジョンズタウンを通過した。彼は，全員にコネモーギャップの急峻で

木が密に茂った面や，彼とその鉄道測量隊が 30 年前に遠い丘から， 初に見たローレルヒルの深

い裂け目を眺めてもらった。「われわれは，あちらに向かうのです！」と彼が熱心に説明した。 

 

次の町といえるような場所は，グリーンズバーグであり，そこには記録として残るまさに 初

の吊橋があった。それはジェーコブスクリークという小河川の上に，スコットランド系アイルラ

ンド人の牧師であったジェームズ・フィンレィ（図-3.1 左1）という長老派教会員によって，ジョ

ン・ローブリングが生まれる前の 1801 年に架けられた橋（図-3.1 右2）であった。フィンレィは，

多才で独創的な人物であった。彼のチェーン式吊橋は，径間長が 70 フィート（21m），建設費用

は約 600ドルであった。また彼は，その後の 10年間にワシントンを流れるポトマック川を含めて，

およそ 40 を越える同じような橋梁を架設した。おそらくローブリングは視察団の人々に，このこ

とに関して何らかの話をして，吊橋に関する歴史や理論を説明することで幸先の良いスタートと

したのであろう。 

 

列車は 1 時間も経たないうちにピッツバーグに到着し，ローブリングは視察団の人々を，その

ままモナガヒーラハウスの宿泊地に連れて行った。そこは，彼が架設したスミスフィールド街路

                                                        
1  http://www.pbs.org/godinamerica/people/james-finley.html （参照日 2016-02-01） 
2  http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/SuspensionDiagram.jpg （参照日 2016-02-01） 

図-3.1 ジェームズ・フィンレィとジェーコブスクリークのチェーン式吊橋 

            (1756～1828) 
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橋（図-3.23）の脇に建っていた。ホテルの正面玄関やホテルの川側の部屋からは，先駆的な仕事

で，完成後 25 年ほど経過した，ローブリングこの仕事を始めるきっかけとなった橋梁の全景を眺

めることができた。この橋は，長い鋸を手で引いて，あらゆる床梁を切断しなければならない時

代に，ネジが手動による旋盤で造られていた時代に架けられたものであり，事実上ピッツバーグ

でさえ，鋼は半貴石の金属と考えられていた。1846 年，橋梁が完成した年のピッツバーグのある

新聞は｢この賞賛に値する橋梁は，あらゆる他の橋に取って代わる運命にある｣と論説した。それ

以降，ローブリングにとって，この橋での構造があらゆる橋梁への対応の基本，あえて古風な様

式を取り入れる構造の基本となった。そして，イースト川を渡る新しい橋梁については，彼独自

の構造方式に関して，依然として，基本的な数項目が示されていただけだが，視察団の人々が

初の見学に出かけた時に，その全容をきっと説明したはずである。 

 

繰り返しになるが，この橋での主ケーブルの定着は，水道橋での対応と同様に，石造のアンカ

レイジに鉄製アイバーチェーンで固定する方式であった。この橋では初めて，強度と剛性を増加

させるため，斜張スティ構造を採用した。この橋だけが，その後の全ての橋梁で使用している鉄

製ロープではなく，鉄製ロッドを使用していると，彼が説明した。この橋梁は，全長 1500 フィー

ト（457m）で，ブルックリンで計画していた橋梁の河川内の一径間分よりも短いものであった。

橋梁は 8 径間で，各支間長が約 188 フィート（57.3m）で，低い鋳鉄製の主塔を有していた。彼は

「この橋では，風の影響はありません。7 トン石炭貨車やそれらの連結車両による振動は，同一

支間長の木製トラス橋と同じ程度です」と説明した。総工費は 5 万 5 千ドルであり，技術者から

見れば，このような大規模な橋梁としては，非常に少ない金額となっている。 

 

しかし，ピッツバーグでのローブリングの自慢の橋梁は，市内の 6 番街にあり，その日の午後

一番には，全員でそこに向かった。彼は，自分の工学技術と吊構造の堅実さを広く証明するため

に，スミスフィールド街路橋を建設した。彼は， 小のコストで効率的な構造物を建設すること

に，関心を持っていた。しかし，彼がその 11 年後に着手したアレガニー川橋梁（図-3.34）は，

潤沢な予算で建設された。その橋梁は，彼の意匠設計に関する天賦の才能を発揮したまさに 初

の機会であり，それにやり遂げることを，とても楽しんでいた。橋梁に精通した人々の間では，

その橋梁は国中で も均整のとれた橋のひとつと評価されていた。 
                                                        
3  http://pghbridges.com/pittsburghW/0584-4476/smithfield1846.htm （参照日 2016-02-01）   
4  http://www.brooklineconnection.com/history/Facts/SixthStreetBridge.html （参照日 2014-10-23） 

図-3.2 モナガヒーラ川を渡るスミスフィールド街路橋 
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その橋梁は，彼が建設した水道橋の下流に建設されており，ピッツバーグとアレガニーという

隣の小都市を連結していた。全長は 1,030 フィート（314m）でモナガヒーラ川を渡る橋梁よりも

短かった。橋梁は 4 径間で，装飾を凝らした 6 基の鉄製主塔から張られた 4 本のケーブルで，支

持されていた。主塔の柱は鉄製ラチス構造で，その天端は鉄製の尖塔で装飾されていた。主塔が

ほぼ完成した時，彼は「橋梁は美しくなります」と書いている。実際にその橋梁は，少しだけト

ルコのサルタンの美的な趣を醸し出すように，設計されているように見えた。これは，彼と息子

が一緒に建設した 初の橋梁で

もあった。ローブリングは 1858

年の春に「私は，ここでは元気

に過ごしています。ほとんどの

仕事を，ワシントンがこなして

くれます」というような手紙を

トレントンの自宅宛に書いてい

る。実際，その後の大部分の仕

事を指揮したのはワシントンで

あり，彼のことは，多数のピッ

ツバーグの人々が，親しみを持

って記憶していたようである。 

 

一旦，完成したアレガニー川橋梁は，その所有者（私企業の所有）が，橋梁に保険を掛けるか

どうか悩まなかったほど頑丈であり，有料道路として供用当初から収益をあげていた。この 2 点

について，東部からの視察団が興味を示していたようである。およそ 1 時間，視察団は橋梁を調

査した。この間に議論されたことに関する記録は残っていないが，おそらくケーブルが主たる話

題であったと思われる。この橋のようにケーブルを前もって編み上げておくか，それとも現場で

編み上げて組み立てるかが，課題となっていた。イースト川橋に比べると，この橋のケーブルは

規模も小さく，主塔間の径間長もかなり短かった。ここでは， 初に地上部で鉄製の素線を個々

のストランドに編み上げて，計画された位置に持ち揚げ，個々のケーブル断面に組み上げて架設

されていた。しかし，ここで彼は｢ケーブルは橋梁上で，スピニングホィール5を利用して編み上

げた実績があります。このホィールは，素線を引っ張って主塔を越えて岸から岸へと往復し，1

本のケーブルについて合計 1400 回繰り返すことで架設できます。私は，この方法を利用してイー

スト川の主ケーブルを架設しようと考えています｣と説明している様子を，目に浮かべることがで

きる。 

 

イーグル新聞の編集者であるトーマス・キンセラは，後に「アレガニー川を行き来する軌道車

は音をたてて走行するが，橋面はほとんど振動しない。視察団の誰もが，ローブリングの装飾を

施した鉄製橋梁で，目の保養になったと考えていた」という報告記事を書いている。視察の残日

                                                        
5  原著では，Traveling Wheel と記述されているが，日本の技術図書ではスピニングホィールと記載しており，

日本での呼称に従った。 

図-3.3 アレガニー川橋梁 



第 3 章 生粋のアメリカ言葉 
 

 
 - 65 -

程は，若いカーネギー兄弟の鉄鋼所の見学にあてられた。そこではベッセマー鋼の製造方法と特

徴が説明された。新しい橋梁のケーブル素線を鋼製とするかどうかについては，依然として決定

していなかった。 

 

旅行日程では，ピッツバーグで数日間の滞在予定となっていたが，空気も不快であり，グルー

プの何人かの意見もあり，モナガヒーラハウスでの宿泊施設の設備も不満足であったことから，

翌日に出発することになった。トーマス・キンセラは，ブルックリンの読者に向けて「あなたが

ピッツバーグを訪問することがあれば， 高級のホテルに泊まるようにしてください。そうしな

ければ……」と書いている。 

 

4 月 16 日の朝，視察団は専用列車に乗り込んだ。そして，大きなすすけた斑点のようなピッツ

バーグを後にした。太陽が昇り，列車は，毎時 54 マイル（87km/h）のものすごい速度でオハイオ

を通過したものの，ポーカーゲームの邪魔を大いにするように揺れ始めた特別列車は，みんなが

楽しみにしていた旅行ではなかった。日が暮れてしばらくして，彼らはシンシナティのバーネッ

ト会館にチェックインした。そこで，大変素敵な夕食会を楽しみ，一服した後で翌日の朝の予定

を話し合った。キンセラは「スローカム議員がそのような状況でも遠慮することなく，9 時とい

う出発時刻は残酷すぎると意見を述べた。彼は素早く，自分の考えで大多数を納得させた。一方，

『疲れ知らず男』であるローブリングは，一時間の猶予を譲り与えた。その結果，視察団が 10 時

前にホテルを出発しなければ，誰も文句を言わないだろうとの結論になった。我々が床についた

時，恵みの春雨が窓ガラスにあたっていた。そして，その日の疲労もあり，露のように穏やかな

眠りについた」と記録している（この記事のすべては，ブルックリンのイーグル新聞の国内向け

の発言として，書かれていた）。 

 

次の朝，視察団の一人であるケアリーという男性が，病欠届を出した。彼の説明では，食事や

飲用といわれた水に混ぜて，地元の水を飲んだのがまずかっとのことであった。しかし、他の人々

は極めてよい状況であり，天気も素晴らしい日であった。その日は土曜日であり，ローブリング

が，ホテルから視察団を外に連れ出したとき，通りは日差しを楽しむ人々でいっぱいであった。 

 

橋梁（図-3.36）を一目見れば，ブルックリンからやってきた人々には，思っていた以上に素晴

らしい体験となることは明らかであった。その橋は，真南に向かって真っ直ぐにオハイオ川を渡

り，ケンタッキー州のコビントンに向かって架けられていた。しかし街路が，河川に面した区域

に沿って造られている場所であり，その近くに行くまで橋梁を眺めることができなかった。キン

セラは「そのとき，その橋は，突然我々の前に現れた。それは，これまでに見た多くのなかで

も堂々としており， も見事な才能と技術を実証していた」と書いている。 

 

キンセラや他の人達が，河川径間の長い優美な弧形を見つめて（「・・・実際に，驚きと不思議

さを呼び起こすような橋梁である」と思いながら）立っていたとき，この橋は，1 日あたり 1 万 1

千人が渡っていると説明を受けた。その後 1 時間以上かけて，彼らは橋梁の端から端までを行っ

                                                        
6  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RoeblingBridge1870.jpg （参照日 2016-01-15） 
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たり来たりした（・・・とても堅固な橋であり，川のどちら側でも地上のように足元が，安定し

ているように思われた）。 

 

彼らは，ローブリングがイースト川に架けようとしている橋梁に，これが も近い既存の橋梁

であることを理解した。彼らの中の誰かが，新しい橋梁を思い描こうとして困ることがあるとす

れば，唯一，巨大すぎる部分を想像しなければならないことであった7。ここでは，堅固で中実の

石製の二基の主塔が建てられていた。そして，主塔間に細長い真っ直ぐな車道が延伸し，車道は

巨大なケーブルから吊られ，ケーブルは河川上で一連の弧を描いていた。ここでも，ピッツバー

グでの橋梁と同様に，斜張控え索が設けられていた。控え索は，主塔からしっかりした放射状に

下側に傾斜して配置され，車道と主ケーブルを繋ぐハンガーケーブル（吊材）と角度を持って交

差していた。控え索はローブリングの橋梁の特徴であり，このようなことを理解するために，橋

梁視察団が派遣された。しかし，ここでの橋梁規模は，控え索と吊材の組合せが巨大な蜘蛛の巣

や網のように見えるくらいであり，ブルックリンでの同様な効果は，さらに大きくなるだろうと，

推測できた。 

 

ローブリングの説明では，全ての斜張控え索は，短辺を橋床と主塔とする直角三角形の斜辺を

構成し，彼の説明では「三角形は，幾何学では唯一の不変の図として知られている・・・」ので，

これにより素晴らしい安定性が確保される。ケーブルと吊材，控え索，橋床が全体として，一種

                                                        
7  イースト川橋梁は，あらゆる点で既存の橋梁より大規模であった。シンシナティ橋梁の河川径間長は，1,057

フィート（322m）であり，ローブリングがイースト川に計画していたものより 543 フィート（166m）短いもの

であった。ローブリングが計画している橋梁に比べて，シンシナティ橋梁の全長は 2,252 フィート（686m）と

その半分以下であり，幅員 36 フィート（11m）も半分以下であった。 

図-3.3 コビントン・シンシナティ橋梁 
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のトラス構造を作り出している。橋梁の水平方向の大きな安定性は，ケーブルの筋交
すじかい

のような大

きな構造が適していると，彼が説明した。これは，航海中の船を安定させることに慣れている水

夫にとってはすぐに理解されることであった。 

 

「世界 大の橋梁」は 1866 年 12 月 1 日に，とどろき渡る連続した祝砲に合わせて，市民に解

放された。日没までに 4 万 6 千人が渡ったが，橋梁や利用者への悪影響は全くなかった。けれど

もその翌日，とても穏やかな冬の日曜日には，12 万人が驚異的な橋梁を自分で体験するという結

果になった。そして 1867 年の元日，正式な供用開始の日には，大規模なパレードがコビントン側

から行われた。そのパレードは，ローブリングとエイモス・シンケルが先導した。エイモス・シ

ンケルは，シンシナティの石炭販売業者であり，この架橋事業の中心人物であった。そして彼は

1869 年のそのきらめく春の朝に，ローブリングと視察団を迎えるために，橋梁までやって来た。

視察団の何人かは，技術面以外のことに関心を示していた。「橋梁は利益を生み出しますか？」と

いう質問に，「はい十分に」とシンケルが答えた。 

 

ローブリングが，初めて橋梁計画を持参してシンシナティを訪れたのは，20 年以上も前の 1846

年であった。そのようなことから彼は，河川に面した煉瓦造りの街，ドイツ劇場やビヤガーデン

やドイツ新聞社のある街に精通しているようであった。その当時のオハイオ州は，まだ南北間の

重要な境界線，つまり農場奴隷制度を肯定するケンタッキー州と，国中で も強硬な廃止論の意

見のシンシナティとの境界線であった（シンシナティでは，オハイオ川を渡って逃げた奴隷たち

が語る話が，地元の教授の若い妻であるハリエット・ビーチャー・ストウによって，強く印象づ

けられていた）。また，重要なオハイオ州という地域であるという理由以外にも，橋梁建設に対す

る蒸気船の利権者らによる激しい反対勢力があった。そして，ほぼ 10 年後にエイモス・シンケル

が登場したときに，やっと架橋事業が動き出した。 

 

しかし，ローブリングは建設工事に着手した後で，1856～57 年の冬にオハイオ州では記録的な

厳しい冬に遭遇した。春になって氷が溶け出して洪水となり，基礎部分が浸水し，更に 6 ヶ月間

施工ができなくなる被害が発生した。ローブリングは被害状況を調べるために，トレントンから

何度も往復した。しかし，そのことは彼にとって，大変充実した時間であった。 

 

その前年，彼はブルックリンへの橋梁の概略図を作成した。それはブラックウェル島を通過す

る多径間橋梁の概略図であり，その島には州刑務所と粗末な精神病院があった。1857 年 3 月に，

彼はトリビューン紙のホレス・グリーリー宛に「航行を阻害しない高さで，イースト川を単径間

で渡るワイヤーを用いた吊橋」を提案する手紙を書いた。彼のシンシナティ橋梁は，ほとんど進

行しておらず，準備作業を進めるだけの状況であった。このイースト川橋梁は，主塔高が 300 フ

ィート（91m）であり，これに対抗する提案はなかった。その手紙は 1857 年 3 月 27 日のニュー

ヨークのトリビューン紙に掲載され，ローブリングの橋梁計画に関する初めての公式発表となっ

た。 

 

その同じ 3 月，彼はトレントンでの検討でイースト川橋梁の 3 種類の異なる主塔の図面を作成
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している。そのひとつ（図-3.48）は，コーベルとして

翼を広げた鷲の彫像を配置した凝ったエジプト風の玄

関口のようであり，もう一つは特に飾りのない半円形ア

ーチ，第 3 案は同じく半円形アーチで大胆で重厚な切妻

のゴシックアーチとなっており，明らかに熟慮されてお

り，鉛筆でためらいがちに，大変軽く多重像のようにス

ケッチされている。このどれも，彼の気に入るものでは

なかったが，着想に大いに興奮して，ピーター・クーパ

ー・トレントン鉄工所の社長であるエイブラム・ヒュー

イットに手紙を書いている。ピーター・クーパーは，ロ

ーブリングに 初にトレントンに移ることを勧め，その

ロープ製造工場の場所選びを助けた人物であった。おそ

らく，この技術者が，とても将来性のある顧客となると

考えていたからであろう。その後，ヒューイットが，ク

ーパーのビジネス・パートナーだけでなく，クーパーの

義理の息子となった。精力的で物怖じしない青年である

ヒューイットは，大いに将来性があると言われていた。ヒューイットは，ジャーナル・オブ・コ

マース誌に掲載されたローブリングの手紙を持っていたが，なんの行動も起こさなかった。それ

は，ローブリングの期待にそむくものであったにちがいない。実際，あまり価値がないと判断し

た場合のヒューイットの反応は，継続して付き合わないという態度であった。 

 

1857 年の夏，国内での大恐慌が突如始まった。当時，ローブリ

ングはトレントンやシンシナティでの事業を管理していた。シン

シナティでの橋梁事業は完全に中断し，南北戦争（1861～1865）

の初期頃まで再開することはなかった。この時，アメリカ南部に

ブルー・グラス・カントリーへの参入を主張したカービー・スミ

ス（図-3.59）の支配下の南部連邦支持者の 1 人が，シンシナティ

全域を大恐慌に巻き込んだ。兵士達と同様に市民達も，コビント

ン側の丘に急行して守備を固めた。そこは架橋に 適となる場所

を検討した際に，発見された唯一の場所であった。そして，急い

で集められたポンツーン設備のそばに，当然のようにローブリン

グの建設途中の主塔が建っていた。 

 

シンシナティの包囲攻撃はなかったが，一旦その脅威が過ぎ去ると，ローブリングの窮地にあ

ったシンシナティ橋梁の運命がただちに好転した。新株の申込がエイモス・シンケルの事務所に

殺到し，建設事業が反対者もなく再開された。ローブリングにとって，橋梁は「一般的な国民の

                                                        
8  https://theartistworks.wordpress.com/category/art-history/ （参照日 2016-02-02） 
9  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edmund_Kirby_Smith.jpg （参照日 2016-02-02） 

 アメリカ陸軍の職業軍人，教育者で，南北戦争ではアメリカ連合国の大将としてビックスバーグが陥落した

後、ミシシッピ圏方面軍を指揮した。 

図-3.5 カービー・スミス 

（1824～1893） 

図-3.4 初期の主塔のデザイン 
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憂鬱さ」を乗り越える信頼の象徴であった。彼は「それは，国の将来の政治的保全について揺る

がない道徳的勇気と絶対の信頼をもった人々が，まだ周りにいることの証明である」と彼は言っ

ている。ローブリングの下で働いているアイルランド系労働者，橋梁や国の目的のためという意

識は，共有していなかった労働者達が，賃上げを要求して仕事を放棄したとき，彼は，全員を解

雇して代わりとしてドイツ人だけを雇った。「このあたりのドイツ人は，大部分が誠実だが，アイ

ルランド人だけは不誠実である。民主党員は信用することができず，程度の差はあるが，全員が

不誠実で当てにならない」と彼は書いている。 

 

2 年後に戦争がほぼ終了した時点で，ワシントン・ローブリングは陸軍を除隊し，直ちにシン

シナティに向かった。そこでは，その時までに父の橋梁の相対的な重要性について，もはやいか

なる懸念もなかった。ワシントンは，トレントンにいる家族宛に「この仕事の規模と重要性は，

私の想像の範囲を，はるかに超えたものです。この橋は，この国で も高度なものです。主塔は，

それを見上げる人の首が痛くなるぐらいの高さです。私が，ここの周りのあらゆる構造規模に慣

れるには，1 週間かかります」と手紙を書いている。その時から，肩書はアシスタント・エンジ

ニアであったが，仕事の全部の責任を持つことになった。 も面白く困難な作業であるケーブル

全ての組上げは，彼の指揮の下で実施された。父親は，今後，橋の建設を若い人々に任して行く

と決めていた。 

 

シンシナティの橋梁は，建設に合計 10 年をかけて完成し，その建設費は，当初にジョン・ロー

ブリングが見積もった額のちょうど 2 倍に膨れ上がった。しかし，誰からも文句は出なかった。

その当時までに建設されたその種の 大級の橋梁と同様に，確かに疑いなく も素晴らしい橋梁

であった。構造的にも建築学的にも大成功であった。 

 

エイモス・シンケルは振り返って話をしたが，橋梁の架設手法を賞賛したにすぎなかった。技

術的な視点から，あらゆる事項がとても順調であった。全体の建設期間を通じて，わずか 2 人の

犠牲者があっただけで，並外れた安全記録であったことに，視察団の人々は納得した。彼は，ロ

ーブリング父子，特に尊敬の念を禁じえない父親に対し， 高級の賞賛だけを行った。なお父親

のローブリングに対して視察団の数人は，明らかに不安の念を表していた。シンケルは，彼とう

まくやって行くことについて何の問題もない，と言って視察団の人々を安心させた。彼のアドバ

イスは「彼はたぐいまれな人物であり，あなた方ブルックリンの人々が，できる限り彼のやり方

に干渉しないことが，賢い付き合い方です。彼の好きなようにやらせて，彼を信用することです」

と単純であった。 

 

その夜 8 時に橋梁視察団は，ナイアガラフォールズに向けて出発した。経由地のクリーブラン

ドでの宿泊となった。ここで視察団の中から「我々が遊山中の裕福な変人の集団であるという噂

が広まっているけれども，少し元気が出るようなことをやろう」という意見が出てきた。この冗

談はとても効果的で，ホテルの食堂では，ものすごく盛りあがったようである。しかし，トーマ

ス・キンセラによる視察状況説明がブルックリン紙の裏面に掲載されると，多くの人々が絶えず

主張していたこと，すなわち橋梁がとてつもない計画であるということを，立証するのに主に役
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立った。 

 

 

 

ナイアガラフォールズの春は遅い。雪の吹き溜まりは，ほとんど全て消えていたが，天候はま

だ厳しく，ローブリングが視察団を案内した川では，氷の巨大な塊が流れ込むのを見ることがで

きた。ここの壮大な峡谷には，一般的に彼の傑作と認められている二層構造の吊橋が架かってお

り，この視察に訪れたものであった。 

 

この視察旅行は，逆の順番つまり，ナイアガラを 後にするのではなく， 初に見学する計画

の方が簡単だったかもしれない。そのほうが，ある意味では良識的な判断であったはずである。

なぜならナイアガラ橋梁が，シンシナティやアレゲニー川の橋梁よりも，早い時期の作品だった

からである。しかし，ローブリングはある意図をもって，ナイアガラを 後に取っておいた。 

 

ピッツバーグでは，これまでに建設した橋梁と同様に，堅牢で，信頼性があり，見事な技量の

一端を披露することができた。アレガニー川橋梁は，誰もが好きになれる橋であった。その橋は

建設中も完成後においても，まったく問題はなかった。シンシナティでは，単独の河川径間の前

例のない長さが，技術的な観点での も重要な内容を示していた。だが，橋梁からある種の雄大

さを感じることは少なく，視察団の人々は，技術的な真髄だけでなく，巨大な規模についても充

分に評価していたものの，橋梁の雄大さに対する認識は，充分ではなかった。 

 

しかしナイアガラ橋梁（図-3.610），2 国間の吊橋，もしくは地元で単に吊橋と呼ばれていた橋

梁は，とても堅固に見えるわけでもなく，特に大きくもなかった。この橋に比べると，これまで

に視察してきた橋梁のほうが，もっと長いものであった。また，この橋は，他のどれとも異なり

                                                        
10  http://static.torontopubliclibrary.ca/da/images/LC/f148.jpg （参照日 2016-02-03） 

図-3.6 ナイアガラ橋梁（2層構造吊橋） 
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図-3.7 ナイアガラ橋梁の下層部の入口料金所付近 

図-3.8 ナイアガラ橋梁の上層部の鉄道軌道 

2 層構造で，下層（図-3.711）を馬車や歩行者が通行し，一方，上層（図-3.812）にはグレート・

ウエスタン・カナダ鉄道が通っていた。重い列車が通行すると，橋梁全体がまさに著しく振動し

た。貨車が頭上を通過する体験は，とても恐ろしいと思った人もいた。マーク・トウェインは「吊

橋に向かって歩いて行くと，下の川に向かって 200 フィート（61m)を落下する可能性と，頭上か

ら人に向かって鉄道車両が落ちてくる可能性の両方に対して，自らの不幸を覚悟することになる。

その可能性の片方，両方どちらにしても不安に陥り，それは明らかな不運の集合体となってしま

う」と書いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その単径間長は 825 フィート（251m）で，それが特に長いというわけではなかった。4 基の石

製の主塔は，シンシナティの橋梁の主塔のおよそ半分の高さであった。その橋梁は，峡谷を渡る

                                                        
11 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suspension_Bridge_at_Niagara_from_Toll_Gate_(right_American_Views).jpg  

http://www.infoniagara.com/history/human_history.aspx （参照日 2016-02-03） 
12 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Niagara_Suspension_Bridge_End_to_End.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:On_the_tracks_of_the_Suspension_Bridge.jpg （参照日 2016-02-03） 
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初の吊橋ではなかった。またシンシナティ橋梁のように，単独で競争相手の無い状況で架橋さ

れたわけではなかった。 

 

初の橋梁は，1851 年に下流側のニューヨーク州ルイストンに，

エドワード・セレル（図-3.913）によって架橋された。なお，セ

レルの兄弟が，橋梁視察団に参加していた。それは非常に軽量な

吊橋で，1855 年の嵐によってひどく揺らされた。その後，ローブ

リングの提案で，控え索を追加して補修された。だがその後，こ

れらのワイヤーに河氷が詰まって緩んだ際に，誰もきつく締め直

すことを行わなかった。そのため，ある春の嵐が橋床をバラバラ

に引きちぎり，ケーブルと吊材が機能せず，空中でぶら下がって

いる状態となってしまった。そして，その時点で構造的に不適切

な吊橋で見られるような突然の劇的な崩壊にまで，発展すること

はなかった。 

 

峡谷を渡る他の橋として，2 マイル上流の滝の近くに架かる橋が，視察団の立っている場所か

らとてもはっきりと見ることができた。それはカナダのサミュエル・キーファーによって設計さ

れた真新しい吊橋（図-3.1014）であった。それは，まさにその年の 1 月に供用を開始し，すでに

大変人気がある名所となっており， 高級ホテル街に近接していた。しかし，幅員がわずか 10 フ

ィート(3m)，つまり馬車がすれ違うには狭すぎたので，車両は順番に片側通行で，さらに長い待

ち行列をつくって渡るしかなかっ

た。何年か先に，その橋は大規模に

改築されて，ハネムーン橋として有

名になった。しかし，この段階では，

シンシナティの橋梁より大規模な

径間ということだけが公表されて

いたが，実際には，径間長ではなく

橋長のことであった。それは，200

フィート（61m）以上も長く，当時

の世界記録ということであった。 

 

それゆえ，ブルックリンからの視察団の人々は，視察の 後となるローブリングの橋梁につい

て，少しがっかりするかもしれないと思われていた。しかし，そうはならなかった。これまでに

峡谷の淵で橋梁（図-3.1115）を目の前にした誰もが，畏敬の念だけを抱いて，それを眺めていた。 

 

その場所だけで，人に息をのませるのに十分であった。上流には滝があり，一方，深い淵とな

                                                        
13  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col._Edward_W._Serrell_-_NARA_-_529845.jpg （参照日 2016-02-04） 
14  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_Suspension_Bridge_Ottawa_River_1843.jpg （参照日 2016-02-03） 
15  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rail_Road_Suspension_Bridge_Near_Niagara_Falls_v2.jpg （参照日

2016-02-03） 

図-3.9 エドワード・セレル 

（1826～1906） 

図-3.10 サミュエル・キーファーのユニオン吊橋 
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っている橋梁直下は，連続する荒涼とした早瀬の始まりであり，その早瀬は１マイル（1.6km）あ

るいはそれ以上の間を下流に向かって勢いよく流れ，迫りくる突起した岩で，ものすごい渦巻き

を作り出していた。そこを過ぎて，川の流れは右側に向きを変え，険しい崖と木々が突き出た狭

い河道をとおって見えなくなっていた。架橋地点の下方は，人が絶対に近寄れないような場所に

もかかわらず，その上方は見事に克服され架橋されていた。 

 

数年前に一度，ある遊覧船（霧のメイド号）が，その時たまたま橋梁の上にいた人々を，とて

も驚嘆させるように，眼下で砕け散ったことがある。遊覧船は，上流側の早瀬と滝のあいだで建

造され，観光客がかなり怖がるような滝の近景を見学させていた。しかし，遊覧船は経営的に成

功することはなかった。所有者のジョエル・ロビンソン船長は負債をかかえ，郡の執行官が遊覧

船を差し押さえに向かったと聞いたとき，船長は，唯一のチャンスがその急流を下って逃げるこ

とだと判断したが，その急流を下って生き残った人は一人もいなかった。2 人の男性が，彼と同

行すると申し出た。橋梁上の人々は，遊覧船が急流を下って 1 回長くジャンプするのを見た。船

の煙突は衝撃によって無くなり，船体が船首から船尾まで水中に沈んだ。その後，船は再び浮き

上がり渦巻の中に滑りこんで行き，船体が水面上を比較的ゆっくりと運ばれて，やがて何の抵抗

もなく，川の中に鋭く回転しながら沈んで行った。後にロビンソン船長の妻は，夫がその晩ドア

から入ってきた時，まるで 20 歳以上も年を取ったように見えたと，述べている。 

 

しかし橋梁は息をのむようなパノラマ全体が，いっそう恐ろしく，なおさら素晴らしくしてい

るように思われた。これは神の手で創り上げられたものを，人の手で高めた事例の一つであった。 

 

そもそも橋梁は，自然のそのように荒れ狂うような風景に対して，とても穏やかで優雅に見え

た。その基本構造は，高さ 60 フィート（18m）の 4 基の飾りのない主塔，直径 10 インチ（25cm）

の 4 本のケーブル，吊材と控え索，そして，径間の 2 層部分を連結するまっすぐ延びた木製トラ

図-3.11 ナイアガラ橋梁の絶景（ホールド・ダウン・ケーブルが描かれている） 
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スであった。そして，地殻が大きく裂けた窪みを渡る径間は，820 フィート（250m）の実長より

かなり長大に見えた。橋梁は，まさにこれしかないというように見えた。まるで，この場所で架

けることができる唯一の橋梁のようであった。 

 

実は言うまでもなく，中間橋脚のない単径間構造が，ここに架橋できる唯一の形式であり，そ

れは，峡谷内に橋脚を建てることが不可能だったからである。しかし，この橋梁は，上流に架か

っている吊橋や，当時の世界中のあらゆる吊橋のように，単に馬車や歩行者のためだけではなか

った。そこには，鉄道を通すことができた。それだけで，橋梁工学の知識が少しあり，建設され

たその時代を思い起こせる全ての人々から，十分に尊敬されることであった。しかし，そのよう

な事情を知らない人達がいたとしても，そのような巧妙な構造で，ナイアガラの巨大な峡谷のは

るか上空を列車が走る光景は，1860 年代では奇跡そのものであった。その橋梁は， も基本的な

自然法則に逆らっているようであった。華奢な構造が，重厚な構造に取って替わられるのは，自

然のなりゆきである。この橋梁で，それが起こらなかったことは，まさに不思議であった。その

理由は，ローブリングの全ての作品が，それをまさしく基盤としていたからである。そして，顧

客，コンサルタント，それ以外の利害関係者で構成された視察団が，この橋梁を理解してブルッ

クリンに戻ることができれば，彼らがローブリングの仕事のあらゆることを理解したことになる

はずであった。 

 

 

 

 

将来的に吊橋は，鉄道にそれほど利用されることはないであろうと，ローブリングは予想して

いた。実際にナイアガラ橋梁は，これまでに建設された吊橋のなかで，唯一の特筆すべき鉄道橋

であった。しかしながら重要なことは，この地球上の も壮観な場所のひとつで，ローブリング

が証明したこと，吊構造が蒸気機関車や鉄道車両のような重たいものものさえ，十分安全に適用

できるということであった。また，彼自身の理論の承認は言うまでもなく，これが橋梁設計の全

体的進歩に大きな影響を及ぼすということであった。彼は，ナイアガラで 初の本格的な現代吊

橋を建設していたのである。 

 

吊橋の 大の魅力は，その美しさを除けば経済性であった。吊

橋は他の種類の橋梁に比べて，かなり少ない材料で建設すること

ができた。だが 1855 年にローブリングがナイアガラ橋梁を完成さ

せるまで，吊橋は信頼できないとの評判があった。その時点の全

米で，吊橋を断固として信頼し，その重要性を認識していたのは

2 人の技術者，ローブリングとチャールズ・エレット・ジュニア

（図-3.1216）であった。 

 

吊橋が信頼されない要因は，単にその多くが長年にわたって崩

                                                        
16  http://www.hmdb.org/marker.asp?marker=71038 （参照 2016-02-03） 

図-3.12 チャールズ・エレット

（1810～1862） 
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壊し，頻繁に悲惨な結果を招いていたからであった。1831 年，英国では吊橋が軍隊の行進中に崩

壊した（その橋梁は，サミュエル・ブラウン卿が架橋したもので，彼が架設した吊橋は，ベリッ

ク・ブライトン，モントローズ，ダラムで次々と建設後すぐに崩壊した）。1850 年，フランスで

は別のケーブル橋梁が，ほとんど同一状況下で落橋して，200 人の人々が犠牲となった。アメリ

カでは多数の小さな吊橋が，牛の群れの通過で崩壊した。ケンタッキー州コビントンでリッキン

グ川を渡る橋梁もその一つであり，ローブリングがシンシナティ橋梁を始めるちょうど数年前の

ことであった。 

 

誰も，なぜこのようなことが起こるのか，まったく理解されていなかった。実際には，そもそ

も不適切な施工や維持管理の不良が原因のようであったが，一般的にいずれの原因でも事前に発

見されていなかった。そして，吊構造について，大部分の疑惑が集中する風潮となってきた。特

にヨーロッパでは長大支間や重交通に対して，そのような橋梁形式を信頼して採用するような技

術者は皆無であった。そして， も初期の吊橋が 1820 年頃からヨーロッパにおいて，ローブリン

グやエレットに近い規模で建設されていたという事実にもかかわらず，採用されることはなかっ

た。 

 

吊橋の根本的な概念は，もちろん人類とほぼ同じくらい古くからあった。中国，南アメリカあ

るいは世界中の各地に，歴史に記録されている以前から，河川や峡谷を渡る蔓草から吊られたよ

うな原始的な橋があった。しかしながら，そのような橋と 19 世紀の初頭から建設され始めた橋梁

の間には，明らかに重大な違いがあった。近代吊橋には，ロープで支持されて曲がらず揺れない，

硬くて水平な床面がある。だが，その床面は他の種類の橋梁の床と同じように，安定していると

思われていたにすぎない。さらに，これらの吊橋は，もはや単純な歩道橋ではなく，馬車や荷馬

車の車両を通すために，ある程度大きくなっていた。 

 

ケーブルを用いた吊橋は早くも 1816 年に，フィラデルフィアのスクールキル川に架けられた。

つまり，ジェームズ・フィンレィ牧師が，ジェーコブスクリークに歴史的な小支間のチェーン吊

橋を架けた 15 年後のことである。しかし 9 年後の 1825 年，ウェールズで世界初の大規模な吊橋

を完成させたのは，トーマス・テルフォードという才能豊かなスコットランドの技術者であった。

その橋梁（図-3.1317）は，2 基の大規模な石積み構造の主塔を有し，大きな鉄製チェーンで吊り

                                                        
17 http://www.nrm.org.uk/ourcollection/photo?group=Crewe&objid=1996-7316_CR_A_179 

http://www.gettyimages.com.au/license/90778265 （参照日 2016-02-04） 

図-3.13 トーマス・テルフォードが架けたメナイ海峡吊橋 



第 3 章 生粋のアメリカ言葉 
 

 
 - 76 -

下げられ，メナイ海峡を渡ってアングルシー島と結び，主径間長

は，ほぼ 600 フィート（183m）である。その当時， も有名な

橋梁であり，それ以後の長大吊橋の原型となり，ジョン・A・ロ

ーブリングの橋梁も，これを参考としている。 

 

比類なき小さな天才といわれたイサムバード・キングダム・ブ

ルネル（図-3.1418）は，歴史上で も素晴らしい鉄船グレートイ

ースタン号を建造し，同時期に，スイス，ドイツ，フランス等で

吊橋（図-3.1519）も架け始めている。スイスのフリブールに 1830

代に建設された吊橋（図-3.1620）は，当時として，支間が 800

フィート(244m)を越える長さで長大橋と呼ばれ，100 年間も利用

されることになる。 

 

しかし 1845 年，ナイアガラ峡谷を鉄道で渡る吊橋の提案が公募されたとき，ほとんどの専門家

は，その計画は全く不可能であると言い切った。列車の重い移動荷重によって発生する振動が，

どのようなワイヤーで吊られた橋梁でも，一瞬に破壊してしまうと言われた。しかし，ナイアガ

ラを渡る鉄道の構想は，アメリカやカナダの鉄道関係者にとって多くの意味があった。そして彼

らは，それが可能であると考えるだけでなく，それを実施する機会を熱望している 4 人の技術者

がいることで，勢いづいていた。興味深いことに，その 4 人のうちの 3 人（セレル，ローブリン

グ，キーファー）は， 終的には自らデザインした橋梁で，この峡谷を渡ることになる。しかし

運命の巡り合わせで，その 3 人は，誰もが 初のチャンスを掴むことはなかった。 

 

チャンスを掴んだ男はチャールズ・エレット（図-3.12）で，1845 年当時，アメリカで も有

名な橋梁技術者であった。彼はとても派手で，とても面白い人物で，ローブリングの大のライバ

ルの一人であった。ローブリングを除けば，吊橋に も精通しており，専門家の誰よりも吊橋に

関する凝った話で魅了することができた。彼が生きた時代の全てのアメリカの技術者のなかで，

                                                        
18  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IKBrunelChains.jpg （参照日 2016-02-05） 
19  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suspension_bridge_at_Clifton.jpg （参照日 2016-02-05） 
20  http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1355714 （参照日 2016-02-04） 

図-3.14 イサムバード・ 

キングダム・ブルネル 

（1806～1859） 

図-3.16 フリブール大吊橋（1834 完成） 

ジョセフ・シャレイの設計で，径間長 273m でスイ

スのフリブールのサリーン渓谷に架かる大吊橋 

図-3.15 クリフトン吊橋(1864 年完成) 

ブルネルが詳細設計を行い，彼の死から 5年後に

完成したエイボン峡谷に架かる吊橋 
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チャールズ・エレットは 19 世紀にありがちな，とても猛烈で，派手で，ある意味ではその時代を

象徴する性格であった。 

 

1810 年生まれのエレットは，ローブリングより 4 歳若く，クエーカー教徒の農民の息子として

ペンシルバニアで育った。17 才で家を出て，家の近くで運河関係のいろいろな仕事をしながらフ

ランス語を独学して，パリに行くための資金を貯め，フランスで 高度の理工科教育を行うエリ

ート養成機関であるエコールポリテクニークに留学した。彼は 1 年後に帰国し，工学に関してヨ

ーロッパで教育を受けた 初のアメリカ先住民となった。ほどなくして，彼はワシントン市のポ

トマック川を渡る 1000 フィート（305m）の吊橋の計画を，アメリカ連邦議会で提案し，セント

ルイスのミシシッピ川渡る橋梁についても，堂々と話をした。その後，フィラデルフィア近傍の

スクールキル川（図-3.1721）に実際に架橋したのは 1842 年であった。それは，ローブリングが橋

梁建設に携わる数年前であった（ローブリングもその橋梁架設に応募しており，エレットが選定

されたとき，とても大胆な計画を賞賛する手紙を書いた。そしてローブリングは，エレットが自

分より年上で豊かな経験をもつ人物と考え，彼のアシスタントを申し出た。エレットからの返事

は，全く形式的で曖昧だったので，ローブリングは再び手紙を書き，今度は，彼の自身のアイデ

アによる図面や注意点を豊富に含んだものとした。しかし，それ以上の進展はなかった）。その 5

                                                        
21  Free Library of Philadelphia Historical Images of Philadelphia Collection 

図 3.17 チャールズ・エレットのスクールキル吊橋（1842 年完成） 

図 3.18 オハイオ川橋梁（別名：ホイーリング吊橋，1849 年完成） 
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年後，エレットは彼の 大の仕事，ホイーリングでオハイオ川を渡る橋（図-3.1822）で，世界で

初となる長大吊橋の建設に着手した。中央径間長は 1,010 フィート（308m）で，ローブリング

がオハイオ川に架けた吊橋より 47 フィート（14m）短かっただけである。なおローブリングの吊

橋は，その 20 年後に完成することになる。 

 

エレットは，まるで俳優のように黒くて思い悩むような目つきで，しなやかなスポーツマンタ

イプの体型であった。そして，彼の他の全ての才能はさておき，彼ほど橋梁建設をうまく表現で

きる人物はいなかった。ナイアガラの橋梁は，彼の経歴の中で も心が躍る仕事に，大変ふさわ

しい舞台となった。そして偶然であるが，それが 後の仕事となった。 

 

ナイアガラで直面した 初の課題のひとつが，どのようにして峡谷と，その荒れ狂う河川上に，

素線を渡すかということであった。エレットは凧上げ大会を開催し，カナダ側に向けて凧を飛ば

して優勝したアメリカの少年に 5 ドルを提供して，その課題をうまく解決した。若いホーマー・

ウォルシュがその賞金を獲得し，彼の人生での自慢話となった。一旦，凧紐が渡した後は，より

太い紐とロープを継いで渡すことで，短期間に一番目の素線長となった。その後， 初のケーブ

ルが完成したとき，エレットは人々が忘れられな

いような方法で，ケーブルの信頼性を実証するこ

とにした。彼は人が乗れるくらいの十分大きな鉄

製バスケット（図-3.1923）を製作し，ケーブルに

滑車で取り付けた。そして，彼がそれに乗り込ん

で，1848 年 3 月のある朝，峡谷の上に自分自身を

引き出し，そして再び戻ってきた。たった 15 分間

であったが，峡谷の両縁に沿って集まった群衆は，

ものすごく興奮して盛り上がった。 

 

彼は「風は激しく寒い気候であったが，この走行は大変面白いものであった。急流上の 240 フ

ィート（73m）の高所での峡谷中央からの眺めは，我々の住む地球上に自然が創り出した 大級

の展望であった」と述べている。 

 

エレットは，自分が峡谷を渡った 初の人間になったという偉業の歴史的な意義を理解してい

たが，それだけで終わる人物ではなかった。数週間後，厚板を敷いた作業用通路が張り渡された

後，もっと印象的な方法で，作業用通路の強度を実証することにした。彼は，小型の荷車に跳び

乗って馬を手綱で叩いて，狭い作業用通路の上へ，猛然と横揺れしながら出て行った。作業用通

路には，まだ手摺が取り付けられておらず，馬と荷車やエレットの足元は，恐ろしいほど揺れた。

なお，エレットは，馭者のように立ち上がって馬車を操っていた。皆が仰天して見ており，それ

を聞いた女性は気絶した。そして，エレットとその虚勢を張った行動は，彼がナイアガラフォー

ルズに建設したものよりも，ずっと長く語り継がれる伝説となった。 

                                                        
22  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wheeling_Suspension_Bridge_Lithograph.jpg （参照日 2016-02-03） 
23  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ellet%27s_Niagara_car.jpg （参照日 2016-02-03） 

図 3.19 エレットの鉄製バスケット 
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1 年も経たずに，彼は雇用主に腹を立て，けんかとなった。1848 年の夏，彼は作業用通路を完

成させ，それを市民に開放した。またたくまに，それは驚くほど儲かる施設となった。1 年も経

たないうちに徴収料金は 5 千ドルに達し，その金が誰の所有となるかについて争いとなった。エ

レットと雇用主との感情は，険悪な状態となり，エレットが橋梁の両端に機関砲を整列させ，所

有者は雇用主ではなく自分であると宣言し，近づくものは誰でもやっつけると脅した。ナイアガ

ラでは数日間，緊張した日々が続いた。その後，不可解なことにエレットは，経歴で も偉大と

なる機会から逃げ出し決して戻ることはなく，峡谷の風のなかでフラフラと揺れる自分で完成さ

せたあらゆるものを，残して去っていった。 

 

2 年後，ローブリングは，同じ場所で自分自身が設計した橋の架設を始めた。彼とエレットは，

同様な構想に対して，熱烈に全力で専念する 2 人であったが，気性と態度は全く違っていた。エ

レットは雨乞い師のように話したが，ローブリングは雄弁だが几帳面で，自分ができること以上

のことは決して約束しなかった。エレットは大胆で衝動的で大袈裟であったが，ローブリングは

念入りで几帳面で，あらかじめ細かいことまで詰めた。またローブリングは，一旦こうと決めた

ら，とことんそれに固執した。「彼は，あらゆる重大な作業を始める前に，常にその実現性を細か

い点まで説明した。・・・そして，自分自身の判断を確信し，自らの設計と手法で成し遂げようと

することは，他人の意見や皮肉，見せ掛けの経験等で，変更することはできなかった」 

 

ナイアガラ橋梁は，ローブリングが 1851 年に橋梁建設に着手し，完成まで 4 年を要した。彼は

慎重かつ堅実に工事を進め，誰もが後で思い出すような身の毛もよだつような出来事は，全くな

かった。ローブリングにとって，仕事の醍醐味や橋梁建設のドラマは，主として知性と意識の問

題であった。身体的な危険性は必然的に避けられない仕事であったが，より安全な方法があれば

そちらを採用し，可能であれば完全に回避する対策を採用した。彼が架けた橋梁は，10 年以上か

けて改良を続け，説き続けていた理論を完全な実証したものであった。彼は「仕事で唯一，本当

に難しいことは，その新規性である」と述べている。 

 

ローブリングの吊橋に関する基本的信念， も単純な形状にするという信念は，道路部の剛性

を高め，道路部の自重を増加させて，橋梁の安定性をより高めることであった。多くの人々にと

って，これは常識に反しているように思われた。なぜなら，道路部と上部構造の重さは，吊橋が

吊橋として成り立つためのケーブルという，まさにその要素を危険に晒すと思われたからである。 

 

道路部の重量や剛性の重要性を認識していたのは，ローブリングが 初ではない。また，固定

用控え索の利用，現場でのケーブル製作など，ローブリングが始めたと信じられていたことや，

ある一部のとても熱心な崇拝者からあがめるように称賛されている事項も同様に，彼が 初では

なかった。ジェームズ・フィンレィは，ローブリングが生まれる以前に，剛性を付加する梁と高

欄を使用しており，その意味を理解していた。しかめ面で背の低いブルネルは，シルクハットを

かぶり，彼が設計した橋梁の周辺を歩きまわり，風の作用に抵抗する引張ケーブルを設置するよ

うに指示している。1824 年，フランスの技術者セガンは「橋梁上を移動する車両の質量によって
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発生する振動を防止する も確実な手段は，橋床の剛性であり，その剛性確保の 良の方法は強

固なトラスの配置である」と書いている。 

 

その他にも，レンデルというイギリスの技術者は，ジョン・A・ローブリングが橋梁を建設す

る以前に，次のように記述している。 

 

軽量な道路部を求める危険性は，数学者や経験豊かな技術者さえ，軽量さが柔軟性ゆ

えに運動を誘発し，加速度による力が運動を助長し，計算できないような大きさとなる

という事実を見落としていた。著者は，吊橋の道路部に 大限の剛性を付加する重要性

を，これまでずっと確信していた・・・。 

 

しかし，吊橋のほぼ全ての技術者が，当時もそれ以降もかなりの間，これを見落としていた。

だが，ローブリングは，これらの考え方を理解するだけでなく，極めて的確な構造として「傾斜

した，すなわち対角に設置した控え索」の構造を採用した。「控え索の無い吊橋は，剛性を無視し

て計画されたもので，結果として， も重要な点に欠陥があると，私は常々主張してきました」。 

また，同じく重要なことは，ローブリングが，その当時一般的と言われた他のいくつかの理論を

適用しなかったという事実である。それらの多くは非常に不適切なものもあり，専門家と思われ

るような人々によって頻繁に，まじめに適用されていた。そのため彼は，考案したことを説明し

ようとする場合，彼自身が本当に納得できるまで，とにかくきちんと実験して確かめる技術者で

あった。 

 

ローブリングは，鉄道関係者に宛てた 初の提案書で，ナイアガラ峡谷の橋には十分な剛性を

確保するので，移動する列車に耐えられると書いている。彼は，その橋梁を二層構造とし，上下

を開放的な木製のトラス構造で一体化し，一種の巨大な中空の梁とする計画とした。木材は，十

分に乾燥させて適切に塗装し，列車が通る上層の床面は，船の甲板と同様に徹底的にコーキング

を行って塗装する対応で，古典的な屋根付き橋梁のように機能させ，下層床面とトラス構造を保

護するシェルターとする計画であった。 

 

列車と同様に，そのような構造物を支えるために，ワイヤー・ケーブルに十分な強度を持たす

ことは，適切に計算するかどうかの問題であると彼は述べている。つまり，彼は的確に計算をし

てそのことを理解したうえで，建設に着手した。彼の成功を予想する技術者は皆無であった。

も頻繁に引用された意見は，偉大なイギリスの技術者で，有名なブリタニア鉄道橋（図-3.2024）

を建設したロバート・スティーブンソンの発言であった。ブリタニア鉄道橋は，筒状の鉄製橋梁

でメナイ海峡に架けられており，列車が石製橋脚上に設置された連続する巨大な鉄製箱桁の中を

走行する橋梁であった。スティーブンソンは，英国からローブリング宛に「貴方の橋梁が成功す

るとすれば，私の橋梁は壮大な大失敗であったことになる」と手紙を書いている。 

 

                                                        
24  https://denbighshirearchives.wordpress.com/2011/08/page/2/ （参照 2014-11-10） 
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ローブリングは，スティーブンソンが間違っているなどと，決して思ったことはなく，そのよ

うな発言をしたこともなかった。ローブリングが知る範囲では，イギリス人は，テルフォードで

さえ，吊橋という名に値するような橋梁を建設したことはなかった。そして，彼のような考え方

を持ち，その課題を本当に理解していたのはたった一人，もちろんジョン・A・ローブリングだ

けであった。 

 

その後 1854 年 5 月，エレットが建設したオハイオ川橋梁が損傷したとのニュースが，ホイーリ

ングから届いた。完成してから，ちょうど 5 年後のことであった。当然のことだが，そのニュー

スはナイアガラフォールズで，大変な物議を引き起こした。特にローブリングは，どのようなこ

とが発生したのか，正確に知りたかった。 

 

詳細については，ホイーリングのインテリジェンス紙に，次のような迫真の記事が掲載された。 

 

我々が徒歩で吊橋に向かい，その上に立ったのは昨日の 3 時頃であった。我々はたび

たびそのようにして，涼風と橋がうねる動きを楽しんでいた・・・。我々は，ほんの 2

分間ぐらいで橋上を離れた。そして人々が川岸に向かって駆けて行くのを見たのは，大

通りにいたときであった。我々もその後に続き，橋全体が上下に揺れ，ものすごい力で

激しくたたきつけているのを見るのに，ちょうど間にあった。 

 

数分間，我々が固唾をのんで心配しながら見ていると，嵐の中の船のように突進して，

いっぺんに，橋梁がほとんど塔の高さまで持ち上げられて落ちてゆき，ねじ曲げられて，

ほとんどさかさまに打ちつけられた。 後は，径間全体に沿った明確なねじれ，床組の

ほぼ半分が反転するようなねじれのように思われた。そして，大きな構造物が，目もく

らむような高さから下側の流れに向かって，ぞっとするような破壊と轟音と共に崩落し

て行った。 

 

このような巨大な構造物の予想外の倒壊の工学的な解明については，更なる技術面で

の進歩を待つ必要がある。我々はものすごい場面を目撃した。床組と吊材で構成された

巨大な橋体が，主塔間で揺れるバスケットのような形となり，振子の動きのように，あ

図 3.20 ロバート・スティーブンソンが建設したブリタニア鉄道橋（1850 年完成） 
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ちこちに揺さぶられた。揺れを発生させている各々の振動は勢いを増し，全体構造を支

持する主ケーブルは，あまりにも多方向の作用力に抵抗できなくなり，文字通りねじら

れて，固定部からもぎ取られてしまった・・・。 

 

この記事からローブリングは，どこに問題があったのかを完全に理解した。エレットは，ナイ

アガラ橋梁に関する自らの計画を説明する鉄道当局への書簡に「・・・吊構造による橋梁は，原

理を理解して建設すればこれ以上に安全なものはない。一方，それらの釣合いの原理を十分に理

解せずに建設すれば，これ以上に危険なものはない」と書いていた。エレットの自身の知識が不

完全であったことが，この事故でかなり明白となった。エレットが橋床に十分な剛性を組み込む

重要性を過小評価していた事実を，ローブリングは理解した。床組を重くすれば，強風中でも不

動のように思えるが，重さだけでは不十分である。実際にエレットの橋梁を破壊したのは，橋梁

の重量であり，そのことに関してローブリングは，その後のナイアガラ橋に関する 終報告書で

説明している。 

 

「ホイーリング橋梁は，・・・風によって上下に揺られたとき，その自重に起因する慣性力によ

って破壊された・・・。本来備えるべき剛性が不足する吊構造の橋床に強風が作用すると，一連

のうねりが発生する・・・。そのうねりは，ある程度まで自己効果で増幅する。それは一様な強

風によって，慣性力が発生するまで増幅し，ケーブルの耐力よりも大きくなる可能性がある25。そ

して，橋床の重量は，強風に対して不可欠の抵抗要素であるが，それ自体で破壊に抵抗できるも

のではない。重量は，より重要な必須条件，すなわち剛性に対する付加要素にすぎないのである」 

 

このような剛性を確保するための 適な構造は，三角形を組み合わせた強固なトラス，この場

合では木製のトラスを利用することであった。ホイーリング橋のニュースがナイアガラに届いた

後で，ローブリングは直ちにすべての計画を再検討し，更に強度の大きいトラス構造の構築を決

定した（なお，イースト川を渡る橋梁では，所要の安定性を確保するため，高さ 12 フィート（3.7m）

の鉄製トラスを，アンカレッジからアンカレッジまで，吊り橋床の全長に渡って配置する設計と

している）。 

 

ホイーリング橋の大惨事では，人命は失われなかったが，とても長い間忘れられていた昔から

の吊橋に対する全ての警戒感を，目覚めさせてしまった。その後ローブリングは，橋梁を適切に

再建するために，ホイーリングへ向かったと言われているが，実際はそうではなかった。エレッ

トは，まさに南北戦争の前に彼自身の手で，ローブリングが採用している傾斜した控え索を用い

て橋梁を再建しており，その橋梁は現存している。 

 

戦争が始まり，エレットはミシシッピ川で，自分で設計した蒸気ラム式艦隊を指揮した。メン

                                                        
25  これと同じ現象で， も有名な近代の事例が，タコマ橋（ワシントン州のピュージェット湾に架かる橋梁）の

崩壊である。1940 年 11 月 7 日，強風の中で「ギャロッピング・ジニー」として知られた橋梁は，激しく上下に

振動しはじめた。それは，ただちにバラバラになるくらいの揺れであった。その橋梁は空力安定性が不足して

いると，専門家は結論付けた。なぜならローブリングが勧告した必要な剛性を，設計者が見落としていたとい

う単純な理由からである。惨事の目撃者の証言は，ほぼ 90 年前に書かれたホイーリングのインテリジェンス紙

の記事と驚くほど似かよっていた。 



第 3 章 生粋のアメリカ言葉 
 

 
 - 83 -

フィスの戦いで重傷を負い，数週間大変な痛みで苦しんだ後，1862 年 6 月に亡くなった。 

 

1854 年 6 月，ナイアガラではローブリングがケーブルの架設を完了し，橋床構造の施工に着手

した。ローブリングは「私の橋梁はあらゆる人々の賞賛の的です。取締役達は喜んでいます。木

工事も並行し， 高の仕上がりで進んでいます。吊材の調整もほとんど必要ありません」と書い

ている。また，トレントンへ宛てた 1 月の手紙では「この 12 時間，ものすごい強風が吹きました

が，私の橋梁はびくともしませんでした」と書いている。 

 

ナイアガラ橋梁は，1855 年 3 月に完成した。その径間長は，スティーブンソンのブリタニア橋

梁のほぼ 2 倍で，さらにより重い荷重を通すことができた。なおかつ単位長さあたりの使用材料

は，わずか 6 分の 1 であった。16 日金曜日に 初の列車が通過した。それはローブリングが勝利

を収めた瞬間であった。この列車は，できる限り重い貨物列車を集めた特別な列車編成であった。

機関車の重量は 28 トンで，それが 20 台の複輪貨車を押すものであった。列車はカナダ側から渡

り始め，すぐに 2 層部分のほぼ全長に載った。ローブリングは「全く振動せず」，「騒音や変形は

一般的なトラス橋より少ない」と記録している。 

 

数日後には，旅客列車が反対方向から通過した。わずか 3 輌編成であったが，乗客は超満員で，

さらに屋根にも何人かが乗っていた。ローブリングは「列車は見事に通過して行きました」と書

いている。その後，列車はおおむね 1 時間に 1 回の割合で通過し続けた。彼は 1 基の主塔の天端

に昇り，そのような通行が原因で発生するかもしれない振動状況を把握するため，しばらくの間

そこに座っていた。彼は「急行が通過した時でさえ，トレントンの自宅よりも振動は小さかった」

と言っていた。彼は家族への手紙で「渡ることを怖がる人は誰もいません。列車の通過は壮大な

眺めであり，一見の価値があります」と書いている。 

 

 

 

その時，彼と一緒に立っていた橋梁視察団の人々にとって，技術者でさえ，おそらく技術者だ

からこそ特別に，その展望は確かに感動的だったに違いない。つまり，橋梁には，どのような橋

梁でも，まさに特別な何かがあった。明らかに不格好な橋梁は，まずなかった。そして，橋梁が，

あらゆるものと調和し，余分なものを取り去り，本来なすべきことを確実に実施した全ての機能

を持たせて適切に建設された時，橋梁は独特の上品な風格を備え，工学的な実用性から全く離れ

たものとして，見る人に感動を与える。これは，そのような橋であった。 

 

もちろん南北戦争で 近とても苦しんでいる国にとっても，橋梁は特に魅力的なシンボルであ

った。しかし，それ以上に橋梁は，自然の猛威に精通した人間の能力の素晴らしい実例のようで

あった。また，その時代における優れた知恵を反映した橋梁は，どのような時代にもあったもの

である。橋梁を建設することは，それを行う人にとって，そのように純粋で英雄的なことのよう

であった。 
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ナイアガラフォールズの 後の夜，ローブリング主催で行われた夕食で，ヘンリー・スローカ

ム将軍は，乾杯の音頭を依頼された。そして彼は，おおきな拍手喝采に向かって「ナイアガラの

橋梁，すなわち，その橋を架けた技術者を迎えたことに比べれば，私の戦争の手柄等は取るに足

らないものである」と述べた。将軍は政治的な野望がとても大きく，時々本当のことを言わない

こともあったが，彼の乾杯はブルックリンで広く繰り返されることになる。また将軍の目覚まし

い戦争記録が，ブルックリンで公開されたこともあり，この発言は視察旅行の 後にふさわしい

賛辞として，出席者全員の胸をうった（33 歳で将官となった彼は，ジョージア州を進軍するシャ

ーマン軍の一翼を担った）。戦争が終り，時代が待ち望んでいた合法的な事業に全力を注ぐ時代と

なった。重要な新しい進歩の時代が始まり，ジョン・ローブリングに乾杯するグラスを持ち上げ

たほとんどの人々や，大部分のアメリカ人にとって，技術者の仕事と同様な熱意の証しとなるよ

うなもの「・・・現存する偉大な業績や・・・技術者の強くて輝くような作品など・・・」は，

何もなかった。 

 

エジプトでは，フランス人がスエズ運河をほぼ完成させていた。ヨーロッパでは，その当時，

世界 長となるモンスニトンネル（フレジュス鉄道トンネル）を，アルプス山脈の麓で掘削中で

あった。だが，北アメリカ大陸ほど，いろいろな事業が行われている場所はどこにもなかった。

ユニオン・パシフィック鉄道は，この時までに 1 日あたり 8 マイル（13km）の割合で路線を敷設

していた。マサチューセッツではフーサック山地の硬岩を貫通して，ほぼ 5 マイル(8km)のトンネ

ルを掘削中であった。これはボストンからオールバニーまで走る鉄道の時間短縮を意図したもの

であった。ボストン自体は，バックベイ湿原を埋め立てて面積が 2 倍となっていた。ニューヨー

クでは，コーネリアス・ヴァンダービルトが，とても壮大な新しいグランド・セントラル駅舎を

建設中であった。この駅舎は，列車の上家として，ガラスと鉄でできた巨大なアーチ形天井の屋

根で，国内で 大の構内空間を有していた。シカゴ川の下には，新しいトンネルが建設され，カ

ンザスシティーのミズーリ川には， 初の橋梁が架けられ，セントルイスでは，河川関係の仕事

をしていたイーズ船長が，ミシシッピ川を渡る鉄道橋の建設に着手していた。 

 

そのような大規模で前例のない取り組みは，頻繁に水増し公債，政治的な汚職，工事請負人か

らの賄賂等が絡む。なお，少なからぬ人的被害は，今までのところ全く明らかになっていないか，

あまり懸念されることはなかった。だから，そのような比較的小さな悪事から，多くの不当利益

が生み出された。悪事が普通に感じられ，支払いに対する合理的な代価があらゆる事象で当然の

ことのように思われた。本当に価値のあることは，それらの事業が一般に共有される将来展望に

沿った規模で， 終的に達成されたことであった。人は殺人者となり，破壊者となり，その時代

のこの時には，無限で一見して無尽蔵なアメリカの状況のもと，人は建造者となった。強烈で大

胆な建設的な時代と場所であった。 

 

1 ヵ月もたたずに，大いに宣伝されたゴールデン・スパイク26がユタ州のプロモントリーで，ユ

ーモラスな困難さを伴って打ち込まれた時，大陸横断鉄道の完成は「平和的勝利のうちの 1 事象」

として認められることになる。スローカムは彼なりの表現で，同じようなことを言っていた。い

                                                        
26  ゴールデン・スパイクとは，鉄道路線が完成する時に， 後に記念のために打ち込まれる黄金の犬釘。 
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つものように，その先には，アメリカ人の功績の本当の栄誉があった。しかし，その時代の真の

英雄は，そのような平和的勝利を可能とした人々，すなわち建設技術者であったはずである。そ

のような人々の中で， も偉大な 1 人である建築家ルイス・サリヴァンは，この同じ時代につい

て，少年としての彼自身の思いを，後年になって「チーフエンジニア達は，少年の尊敬の的にな

りました。彼らは，他の人々の向こうにそびえ立ち・・・少年は立派な技術者になることを夢見

ていました。少年にとって，空間を渡るという発想は，思考と行動における優れた技量のように

魅力的でした。それは，過去やその時代の男達のなかには，各自が独りぼっちで立ち向かった人々

がいたということを，少年が自分なりの世界で意識し始めたからです」と書いている。 

 

 

 

 

 


