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第 4 章 父親と息子 

何ごとも永遠には続かない。 も思いがけない状況

が人を陥れ，とても熟慮した推測の裏をかく。その人

を救えるのは活力とその大きさだけである。 

ワシントン・A・ローブリング 

 

橋梁視察旅行は，4 月 20 日に終了した。ナイアガラ・フォールズのガゼット紙は「視察団は東

部に向け，軽食が提供されるような上等の特別車に乗って出発した」と報じている。全てが順調

に進んでいたのは明らかだった。 

 

フルトン通りを見おろす仮設事務所では，気分一新で中断していた仕事を再開し，役員や株主

が出入りしていた。製図台とファイリング・キャビネットが発注された。そして，発明家が道具

や機械の特許を売り込みに来た時や，花崗岩の標本を持参したセールスマンや，石炭・木材・砂・

釘などの迅速な納入と買得価格を約束するセールスマンが到着した時には，しっかりした足音が

階段に響いていた。また，父親のローブリングが街に滞在し，仕事の求人面接を行う時はいつで

も，希望者が事務所の外に並び，事務所に入って年配のプロシア人の前で，自分の特技を説明す

る順番を待っていた。 

 

ウィリアム・レーンという男性は，大工・石工・全般的な機械工で，陸軍技術者のライト将官

とニュートン将官からの強力な推薦を受けてやってきた（ローブリングは「精力的で良い男のよ

うな顔つき」と記録している）。 ドイツ人のチャールズ・キンケルは，基礎工の経験を有してい

ることをローブリングに売り込んだ。イギリス人の製図工のジョン・モーガンは，熱心に雇用を

希望し，一方，ウィリアム・マクナミーが「けっこう良さそうな男」に見えたとローブリングは

述べた。 

 

そのような調子で求人面接が進んだ。潜水夫の J・W・ジェン

キンズは，月決めで雇ってくれれば 1 日 25 ドルで働き，必要な

らばどんな爆破作業も行い，自分の道具を提供すると発言した。

他の雇用条件では彼の日給は 100 ドルであった。2 人の経験豊

かな測量士であるルドルフ・ローザとウィリアム・ペイン大佐

（図-4.11）は，1 人当たり日給 10 ドルを希望し，両方とも即座

に雇用された。 

 

特にペイン大佐は，まさにローブリングが探していたような

人材であった。工学を独学した彼は，シエラネバダ山脈を通過

するユニオン・パシフィック鉄道のいわゆるジョンソン・ルー

トを測量した経験があった。南北戦争の時には，平服を着て南

                                                        
1  http://blog.nyhistory.org/william-h-paine-assistant-engineer-of-the-brooklyn-bridge/ （参照日 2016-02-07） 

図-4.1 ウイィアム・ペイン

(1848-1932) 
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部連合州の戦線を通り抜けて，ワシントンからリッチモンドまでの，戦線に沿って破壊された橋

梁の位置を示す地図を作るという仕事を担った。リンカーンは直々に，この仕事の技術者たちの

キャプテンに彼を指名し，ペインは少将の参謀となった。この立場は，慣例的には陸軍士官学校

生だけが就ける地位であった。南北戦争が終わる頃，評判によれば，地形学の主要な技術者とな

っていた。彼の乗用馬の鞍頭にはスケッチ板を掛けることができ，馬に乗りながら周囲の地形を

地図に描いていたので，その地図は彫板工にそのまま渡せるほど，とても正確だったと言われて

いた。彼はローブリングに，自分が化学，地質学，自然科学の書物を良く読んでおり，文学も好

きであると説明した。彼は元々ニューハンプシャーの出身で控え目であったが，非常にしっかり

した自信家であった。彼の大きくて広いカイゼル髭はとても目立ち，すぐに見分けられるのが良

いと評価された。 

 

実際の建設を始める前に完了させておく作業として， 終的な測量が残っていた。道路中心線

を設置する必要があり，ローブリングは，この責任を息子に任せており，ペインを直ちに息子の

指揮下に入れた。 

 

2 人は一緒に大変よく働き，その春のブルックリンでは，見慣れた光景となっていた。河川部

から陸地側に向かって，近隣の狭い商店や倉庫街，ものすごい交通量で混乱する川岸部を通って，

測量を行い，小さな鉄鋲を打込み，苦労しながら着々と進んで行った。各々の鉄鋲を打ち込んだ

後，息子のローブリングは，携帯している黒革のノートに小さな図を描き，その場所を記録した。

道路中心線が，フルトン通り，ドック通り，ジェームズ通りを結び，どのように通過するかを示

すために，例えば交差状況の基本的な概略図を描くこともあった。難しかったことは，道路中心

線が周辺の大部分の道路と直角に交差しておらず，独自の角度で交差していたことであった。彼

は道路中心線に沿って，点 A，B，C，D とマークした。点 A は，彼とペインが，ドック通りの曲

がり角の黄色の住宅の蛇腹層（壁面の帯状の層）に切り込んだ刻み目であった。点 B はその黄色

の家から立ち上げられたまさに歩道縁石に彫刻されたカラスの足であった。点 C はフルトン通り

の横断歩道に打ち込んだ鉄鋲であった。点 D は，通りの反対側の横断歩道の中央に設置された別

の鉄鋲であった。 

 

聖アン教会は，その中でも も目立つ道標であった。その歴史的な古い建物をいずれ取り壊す

必要があった。その建物は，ローブリングの当初の事業費に，その不動産価格が含まれていなか

った多数の建物のなかの 1 棟であった。そして，それらは教区民たちの共有財産であり，ブルッ

クリンの他の場所でもあったように，教区民たちが 2 人の作業に没頭する測量士を，進歩の前兆

だからといって大歓迎しながら眺めることはなかった。 

 

この頃，ジョン・ローブリングは，ほとんどトレントンに滞在していた。時々やってきて，ヒ

ックス通りのマンションハウスに数日間泊まったこともあったようだが，それ以外の時は息子に

任せて安心しきっていた。この頃になると息子は明らかに，コンサルタントが出すような意見に

対して十分に関与するまでに成長していた。また，息子はチャールズ・スワンのように，定期的

にローブリングへの報告を続けることも期待されていた。 
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ブルックリン，1869 年 5 月 21 日 

親愛なる父へ 

あなたからのトルコ風呂のチケットが本日届きました。 

キング少佐は昨日到着しました。委員会では報告書を作成し，本日ワシントンに送付

しました。その報告書が少しでも好意的であれば，それに関しては何も言われないと思

います。キングズレーは，来週にスローカム将軍をワシントンに派遣し，ハンフリース

を急がせようと考えています・・・。 

敬具 

ワシントンより 

ライト将軍から，支間長を私が実施した 1600 フィートに戻すという修正図が返送され

てきました。 

また，ケーブルを鋼製とするかどうか，そして，径をどうするか関して，私は 15 イン

チの鋼製が良いと思います。 

ワシントン. 

 

ワシントンは，建設業者のキングズレーが，そのような用件で連邦議会議員スローカムを派遣

するつもりであることを事務的に記述している。このような状況とは，この事業がキングス郡民

主党の中でどのような位置付けとなっているかを技術部門が全く疑っておらず，また，おそらく

橋梁視察がローブリング父子の間でのちょっとした教育になったことを，暗示している。またケ

ーブルの鋼製化に関する追伸も，息子ローブリングがこの重要な問題に関してついに決心し，さ

らに，橋梁に関するほとんど全ての事項について，父親に対して，全く自由に意見を述べる関係

にあったことを示唆している。 

 

いずれにしても，スローカムはワシントンに向かった。彼はその交渉に 適の人物であった。

なぜなら，陸軍の技術長官 A・A・ハンフリースと陸軍長官ジョン・A・ローリンズ（図-4.22）

の 2 人も，たまたま南北戦争で名をはせた人物で，スローカムが

両方をよく知っていたからである。ローリンズは，重要人物の一

人であった。戦争中に将軍の片腕であった彼は，気取らず決断力

があるので，政府内では広く尊敬されていた。彼が結核でその春

に死にかけていたことは，一般には知られていなかった。ローリ

ンズは，スローカムに自分のことを心配させないために，1 週間以

内にすべての事項が承認される見込みであることを伝えた。スロ

ーカムがその知らせを持ち帰った時，ワシントン・ローブリング

が律儀に父親に連絡したので，キングズレーは大得意となった。

だが週末まで，それ以上の進展はなかった。 

 

                                                        
2  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Aaron_Rawlins-Brady-Handy_Seated.jpg （参照日 2016-02-08） 

図-4.2 ジョン・A・ローリンズ

(1831-1869) 
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6 月 12 日，ジョン・ローブリングはトレントンからやって来て，

終的なコンサルタントとの打合せを行い，彼らの正式な承認を書

面で受け取った。ワシントン・ローブリングは，その書面を 500

部印刷する手配を行い，トレントンにすぐに戻っていた父親宛に，

妻エミリーの兄である有名な G・K・ウォーレン将軍（図-4.33）が

ワシントンに向かい，現在の状況がどのようになっているかを，個

人的に報告してくれることを，手紙で報告した。 

 

6 月 15 日，スローカムは再びローリンズに面会した。場所は J・

カーソン・ブレブートのブルックリンの豪華な邸宅で，ローリンズ

はその邸宅にしばらく宿泊していた。ローリンズは，グラント大統領から橋梁に関しては任され

ていると言った。橋梁に関して，大統領は大きな関心を示していなかったようである。そして，

ローリンズはワシントンに戻ったらすぐに，全ての事業を決済することを保証した。万全を期し

てスローカムは，再びワシントンに向かった。今回はヘンリー・マーフィーを同行した。ワシン

トン・ローブリングは父親宛に「マーフィー氏が戻れば，確実なことが分かります」と書いてい

る。それは彼らの中に，ヘンリー・スローカムについて若干の懐疑論があったのか，あるいは，

単にヘンリー・マーフィーが，とても立派であると考えていたとも解釈できそうである。 

 

ローリンズは約束を守った。6 月 21 日，ハンフリース将軍はマーフィー宛に「ローリンズは，

橋梁の計画と位置に関して，陸軍の技術者から指定された基本的な条件を確実に満足させる限り

承認する」と手紙で知らせた。 

 

河川径間の中央部は，大潮の平均満潮時の桁下クリアランスとして，温度や荷重のいかなる状

況においても 135 フィート（41m）以上を確保する。主塔から突出するような構造を付加せず，

河川径間の下側に垂れ下がるような控え索は設置しない（ナイアガラやシンシナティの橋梁では，

ローブリングは橋床の下側にそのような控え索を張り渡していた）。言い換えれば，河川部は，完

全なクリアランスを確保することになり，橋梁の道路部は，ローブリングが計画していた位置よ

り，5 フィート（1.5m）高い位置に上げる必要があった。 

 

しかしながら，そのような一見小さな変更は，数か所のむしろ重大な再検討を必要とした。縦

断を高くすると，取付け部と陸上部の径間の縦断勾配を上げることになり，ローブリング達の計

算によると，直ちに約 30 万ドルの建設費の増加となった。これを回避するために，橋床部の鉄製

上部構造を変更することになった。補剛トラスの中間に道路部を配置していた当初計画を，道路

部の高さは変えず，補剛トラスを全体的に上側に配置する変更をすることになった。そして，橋

脚中心から突出する構造を無くすために，河川径間長を 1,600 フィート（488m）から 1,616 フィ

ート（493m）に拡げた。また，橋床幅も 5 フィート（1.5m）を広げることも決定された。これに

より，父ローブリングの当初計画の片側 1 車線の車道部を変更して，倍の片側 2 車線とする余地

が生まれた。 

                                                        
3  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GKWarren.jpg （参照日 2016-02-08） 

図-4.3 G・K・ウォーレン 

(1830-1882) 
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そのような変更は，一般市民にとっては，ほとんど関心がないことであった。だが，技術者に

とっては些細なことではなく，それにより完成する構造物の外観が変わるはずであった。 

 

ハンフリースの手紙は，長いわけでもなく印象的な書簡でもなかったが，それは官僚的で役所

風の結論で示されており，ブルックリンでは大きなニュースとなった。イーグル新聞は，6 月 25

日の夕刊で「完全に承認されたローブリングの計画」という見出しで報じた。新聞は，コンサル

タント技術者らによる 終報告の全文を掲載し，ついにあらゆる障害を乗り越えて，事業が開始

されると結んでいた。 

 

3 日後の夜，ブルックリン科学アカデミーで連邦議会議員デマ

ス・バーンズ（図-4.44）は，大企業の信頼できる経営者で知られ

た聴衆を前にして，その橋梁に関する講演を行った。聴衆は，明ら

かに 大限の関心を示し，注意深く聞いていた。バーンズは，薬品

特許で財を成した人物であり，連邦議会では橋梁に関しする発言が

も多かった。この夜，彼はブルックリンとその将来について，熱

のこもった説明から演説を始め，そこから橋梁の話題に移り，同様

の熱意を込めて演説した。それから演説の 後に「巨大な橋梁は，

全てがとても強烈に感じられ，誰もが期待していることである」と

総括して，次のように褒め称えた。 

 

この橋梁は，ついに建設されることになりました。この橋は，私達に誇りや感謝の念

を持たせ，繁栄を生み出すような素晴らしいものです。それが完成した時，私たちの時

代の素晴らしさを，具体的に思い浮かべましょう。ここを，外国の人々がやって来るメ

ッカにしましょう。ブルックリンに，今すぐ進歩の筆を執らせましょう。バビロンは空

中庭園を持ち，ニネベは塔を，そしてローマはコロシアムを持っています。これを，進

歩に向けた大きな記念碑にしようではありませんか。 

 

しかし，その同じ日 1869 年 6 月 28 日の月曜日に，フルトン・フェリーの斜路のそばで，ジョ

ン・A・ローブリングが事故に巻き込まれた。それは，ひどい痛みを伴う怪我であったが，深刻

な結果になるとは思われなかった。 

 

 

 

事故後の精神的な苦悩は，常に一緒にいた息子によると，身体的な面と同様に過酷だったよう

である。「彼は，時間を無駄にすることが我慢できない年齢になっており，この状況は，身体が不

自由になることも合わせて，彼の気持ちを大変落ち込ませる影響がありました」 

 

                                                        
4  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demas_Barnes_-_Brady-Handy.jpg （参照日 2016-02-08） 

図-4.4 デマス・バーンズ 

(1827-1988) 
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そのようなくだらない災難で寝込んでいることは，精神的にも良くないことであった。それは，

新人が犯す失敗のような類のもの，あるいは，橋梁の仕事では，常に対応すべき政治家や金融関

係者の一人のような類のものであった。彼がこれまで背負ったリスク，長年にわたり直面してき

た数多くの危機を考えると，このように倒れていることは，とても苛立たしいものであった。 

 

事故当日の午後，ブルックリンは快晴で，気持ちの良い暖かさであった。彼とワシントンは，

朝からフルトン通りの先端のフェリー斜路の傍で作業をしていた。その場所は，ブルックリン側

の主塔の建設地点であった。彼は川岸にきて，主塔の正確な位置を決めるワシントンとペイン大

佐を手伝っていた。ペインは対岸から，彼らに合図を送っていた。 

 

ある時点で，ローブリングは，できるだけフェリー斜路から離れた一群の杭の天端に立ってい

た。接近する船の一隻が見えたので，彼は杭から後ろに下がり，十分な足場が確保できる杭間の

連結部材すなわち横梁の上に移った。その場所は，埠頭で停止する船舶から横梁に作用する力を

支持する杭とは，無縁だとローブリングは考えていたようである。しかし，彼が気づかなかった

節のような何かが杭の一本から突き出しており，船が架台を押し込んだ時に，その突き出た部分

が右足に当たり，彼の長靴とつま先の先端を押し潰してしまった。 

 

その痛みは耐え難かったはずだが，その苦しみを見せることはなかった。彼が，もはや立って

おられず倒れ込むまで，大声で指示を出し続けていた。 

 

ワシントンは父を急いで，すぐ近くの診療所に連れて行った。父親はそこに着くなり，医者に

何をすべきかを指示した。彼は冷水を入れた桶を持ってこさせ，血の流れを止めるために傷つい

た足をそこに突っ込んだ。他の医者達が診断のために呼ばれ，どの医者もつま先を切断する必要

があるという診断であった。この診断結果に，ローブリングはすぐに同意し，手術は麻酔剤を使

わずに行うように依頼した。手術が完了した時，彼は傷の包帯を，自分のやり方で，自分で巻く

といって譲らなかった。その後，彼はヒックス通りの息子の家に連れて行かれた。 

 

その後数日間，彼の状態についての公式な発表はなかった。しかし，7 月 8 日に，ブルックリ

ンのイーグル新聞は，彼が橋梁の計画と製図に忙しく従事しており，負傷した足は，絶えず注が

れる冷水に常に浸していると報じた。記事には「優れた技術者は，外科的療法についても自分の

意見を持っており，身体的な痛みに関しても平然としているようである。これまで同様，いつも

橋梁のことを考え，話しており，彼自身の負傷が癒える間，彼の代理を立てる話についても，そ

の気がないようである」と書かれている。10 日後，彼は再び外に出て測量するつもりだと言い張

った。 

 

かかりつけの医者であるブリンクマン博士が，フィラデルフィアからやって来た。また，トレ

ントンからジョン・C・ブラウン牧師が，わざわざ訪れた。牧師はローブリングに，大きな仕事の

初めに床に伏せることになったのは，不思議な運命のようだと告げた。ローブリングは「偶然な

んてありえない。全ては，きちんと定められたものだ」と答えたようである。 



第 4 章 父親と息子 
 

 
 - 92 -

 

しかし，その一週間後の記事では，病状が悪化したことになっているが，ヒックス通りの家で，

それまでに何があったのかは記載されていない。 

 

ローブリングは，おそらく必然的に自分自身の症状を理解していたのであろう。彼はブルック

リンの医者の一人を断り，続いて息子の希望を聞き入れず，もう一人の医者も断った。ブリンク

マン博士の診察については我慢していたようだが，彼からの忠告には一切従わなかった。その時

点で，病状が回復することはなかった。破傷風の徴候が認められた。彼が医者の言うことを聞い

ていれば回復していただろうと，後でよく言われた。イーグル新聞は「しかし，ローブリング氏

は不屈の精神を持つ忍耐強い人であり，仲間の忠告を受け入れることはなかった」と報道してい

る。 

 

7 月 13 日以降の 8 日間，ローブリングは激しく苦しんだ。彼が亡くなった時，医学関係者は，

とても強靭で意思の強い人だからこそ，それだけ長く持ちこたえたと述べた。 

 

初の頃，彼はひどい不眠状態となり，激しい頭痛を訴えた。しかし，やがて彼は，食物を飲

みこむことができなくなった。その後，彼の具合が悪いのは一目瞭然であった。彼の顔や首と顎

のあたりの筋肉は，鉄のように固くなった。1 日もたたずに，彼の眉はつりあがったままになり，

ひどく歪んだ顔に引っぱられ，口は全ての歯をみせた状態で，全く動かせなくなった。固形物を

食べることも，話をすることもできなくなったが，彼に付き添っているワシントンや他の人々に，

自分の適切な介護の仕方を指導するようにノートに走り書きを続けた。 

 

その後，見るも恐ろしい発作が始まり， も軽微な撹乱も起ってきた。彼の部屋は，7 月の太

陽に備えて長い日除けを引いて暗闇に保たれおり，用事があって出入りする誰もが，極力音を立

てないようにしていた。しかし，窓の日除けが微風で音をたてたり，誰かが彼のベッドの側面を

不注意に触れたり，ドアがきしむ音をたてたり，下の街路の騒音が聞こえると，彼が痙攣の状態

に陥った。その光景は，誰もが残りの人生で抱えて生きる苦悩のようであった。突然，彼の全身

がベッドから跳ね上がり，ひどく凄まじい痙攣が逆に倍増し，彼のあらゆる筋肉が激しく萎縮し

てかたく締めらつけられた。彼の体から汗は流れ出るが，声を出すことはなく，うめき声さえ立

てることはなかった。それは痙攣の間，彼の全部の胸壁が過度に固まってしまうからであった。 

 

ローブリングは彼らの目の前で，ものすごく衰弱して行った。誰も，どうすることもできなか

った。さらに破傷風では，ほとんどいつでも起こるように，彼の意識はこれまでと同様に明瞭で，

このことが彼の苦痛をみている者を，さらに耐え難くした。彼に襲いかかるあらゆる症状で，蒼

白となった顔面の燃えるような目つきと，コンクリートのように固まった痛ましい笑顔の裏側で，

ものすごく強烈な闘いが続けられているのを，全員が知っていた。 

 

発作が収まると，たいてい昏睡状態となった。しかし，さらに 後の時期には，部屋が完全に

真っ暗になるまで，横たわったままで天井をまっすぐに見つめている時間があった。そのような
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時には家族の誰かが，彼の傍でじっとしたまま座っていた。 後の数日間，彼の顔には涙の筋が

ついていた。 

 

時間が経過し，階下では見舞客が出入りして，小声で話していた。見舞客は，心配してもらっ

たことに深く感謝され，祈る以外何もできないとも告げられた，そして他の人に伝えるために詳

しい病状を聞いて戻って行った。だが，病状については，ほとんど知らされなかったようである。 

 

しかし 7月 21日の夕方，あらゆる専門家の予想に全く反して，ローブリングの容態が好転した。

彼は紙と鉛筆で，甥のエド・リーデルに指示を与え始めた。それは，自分が欲しい特殊な装置で，

ベッドの周りで彼を持ち上げて移動させる装置の製作であった。彼はスケッチを描き，若い甥に

その機能を説明し，すぐに製作するよう命じた。その後，その夜は橋梁を含む色々な事項に関し

て指示を出し続け，相次ぐ要望が真夜中頃まで家の中を駆け巡った。そして，それが一段落する

と，彼はずっと考えていたことを走り書きした。彼は橋梁会社に戻るつもりであった。 

 

その朝の 3 時頃，ベッドから明らかに跳ね上がるような激しい痙攣に襲われた。そしてアシス

タント技術者の C・C・マーティンの腕に抱きかかえられた。その時，マーティンはワシントンな

ど 1，2 人とともに付き添っていた。数分でローブリングは亡くなった。 

 

そして 7 月 22 日木曜日，夜明け前の薄暗い時に葬儀屋が到着し，そして，シンシナティ橋の頃

からローブリングを知っている彫刻家が，デスマスクを採るために呼ばれた。 

 

イーグル新聞の午後版は，多くの関連記事を載せた。ローブリングを殉死者と呼ぶと同時に，

編集者たちは橋梁に関して，これまで以上に大きな希望が出てきたと，読者を安心させていた。

その意味は，橋梁がこの時点で人の命を奪うくらいだから，その成就は，とにかく確実であると

いうようなことであり，鈴は人が倒れ込んだ溶融鉄用の鋳型で造らないと，本物らしく聞こえな

いという古い物語にちなんだ解釈であった。人によっては，唯一安全な橋梁とは人の命を奪うも

のであり，昔から有名な橋梁の建設では，多くの犠牲が払われたという話が語り継がれている，

と言う人もいた。一方イーグル新聞は，次のように報道している。 

 

工学的探究すなわち職務遂行で被った怪我で命を落とした彼は，技術情報の習得や工

学的細部の実施面で，その命を神の教えに捧げる殉教者と同じように，誠実で有能な人

物であった。やはり彼の名誉も，記憶に留めなければならない。今後，私達は，優秀で

惜しまれる設計者の生き血によって洗礼を受け，神聖なものとなったブルックリン橋の

壮大な事業を見詰めて行くのである。 

 

ブルックリン中に半旗が掲げられ，亡骸をフェリーに乗せトレントンに向けて出発する際には，

街路で群衆による渋滞が発生した。大衆の関心の的としてのローブリングは，生きている時より

亡くなってからの方が，さらに目立つ存在のようであった。彼の素養，あらゆる意欲や能力，一

生をかけた仕事で，このような 大級の橋梁を造り続けてきており，そのような悲劇－彼自身や
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その仕事に前々からほとんど関心を持っていなかったような人々にも，容易に理解できるような

悲劇－のために生きて来た訳ではなかった。 

 

 

 

ローブリングの死去の連絡は，亡くなった日の早朝にトレントンに届けられた。数時間のうち

に，そのことは町中に知れ渡った。何日間も彼の状態が大変悪いという話はあったが， 悪の事

態が起こったという事実は，だれも受け入れる準備ができていないようであった。ローブリング

の死の話もそうであったが，彼が普通の男性のように黒いスーツを着て安置され，青白い目を永

遠に閉じてしまったという思いも，やはり別物であった。彼は何とかしたかったのだろうと，感

じられた。 

 

しかし，土曜日に夕方に亡骸が到着したときには，ようやくその事実を認めざるを得なかった。

ジョン・A・ローブリングの非凡な人生が幕を閉じてしまったということを，誰もが認め，そし

て，トレントンの歴史上で 大級の葬儀が計画された。 

 

その夜，臨時の町民集会が開催され，追悼が始まった。ジョン・ブラウン牧師に続いて，スカ

ッダー判事，ラッシング将軍，チャールズ・ヒューイットらが追悼の辞を述べた。ジョン・ブラ

ウン牧師は「ローブリングは，世界中で科学者として有名だが，やはり紳士として記憶されるべ

きである」と述べた。翌日の早朝には，2，3 人ずつがまとまって，子供達の代表や人々がローブ

リングの自宅の周りに集まってきた。 

 

ロープ工場とは狭い芝生帯で分離して建てられた住宅は，高くてゆったりとしており，およそ

27 室があり，壁は 2 フィート厚（60cm）で，無駄な装飾はほとんどなかった。ローブリングが南

北戦争の前に自ら設計した住宅は，イタリア風で，屋根のガラス製円屋根を以外，見せかけより

快適さが重視されていた。 初に完成した時は，外壁も塗られておらず淡紅色であり，その当時

の工場よりも高く，両側は荒れた野原以外に何もなかった。しかし，それ以後，ローブリングは

自宅に漆喰を塗り，工場の規模は倍以上に大きくなった。彼が植えた木は，敷地のほとんどを取

り囲み，夏には円屋根の窓だけが，梢のずっと上に出ていた。そこは，町で 初に朝日を眺めら

れる窓であった。 

 

敷地自体は，高い鉄製のフェンスで，街路とは明確に仕切られていた。夏中ずっと花が咲き，

ブドウが手の込んだ格子棚からぶら下がっていた。ツゲ材の垣根，立派な納屋，氷室，そして特

にすばらしい果樹園があった。これは，彼がとても自慢にして，年々増やし続けていた果樹園で

あった。当然のことながら，すべてのものが適切に維持されていた。 

 

住宅は，街路，鉄道の軌道，古いデラウェア－ラリタン運河に面しており，それら全てがデラ

ウェア川に平行に並んでいた（図-4.55）。その地域は，運河と州の州刑務所を過ぎたあたりから，

                                                        
5  https://www.loc.gov/item/sanborn05639_001  Sanborn Maps of New Jersey （参照日 2016-02-13） 



第 4 章 父親と息子 
 

 
 - 95 -

製鉄所と河川に向かって傾斜していた。町のその地域は，その当時，あらゆるものが建っていた

が，住宅の背後の果樹園の反対側には，色づき始めた小麦畑が全面に広がっていた。 

 

小さかった弔問者の集団は，10 時頃までに表の芝生や街路を埋め尽くすほどに，大きくなって

いった。住宅に向かう馬車は，通り抜けることが難しい状況であった。しかし，騒動は，ほとん

どなかった。いつもの日曜日の朝と同じような静かな時間が過ぎてゆき，町中に教会の鐘の音だ

けが響いていた。雲のない夏空に太陽が昇り，気温は既に華氏 80 度（摂氏 27℃）近くあった。

これまでにトレントンでは，このような状況は起きたことがなかった。自宅前の芝生に，おそら

く 2 千人が集まったと推定された。 

 

家の中では，家族全員が集まっていた。そこは，ローブリング家の珍しいものが保管されてい

る部屋であり，ローブリングが収集した本や絵画，大理石彫像や彼の橋梁の鋼版彫刻で囲まれて

いた。外の弔問者は 11 時に迎い入れることになっていたが，しばらくの間，使用人以外の家族は，

その家と彼ら自身の思い出を懐かしんでいた。 

 

その時点で家族の長となったワシントン・ローブリングの傍には，かわいくて，機敏そうな妻

のエミリーがいた。彼女は，義理の父のお気に入りであった。亡くなったローブリングは，彼女

の行動力と知性には感心しており，しばしば自分の子供たちにも滅多に見せないような優しさを，

彼女には見せていた。彼女は息子を出産した後で，ドイツからローブリングに宛てて，愛情のこ

もった手紙を送っている。「ジョン・A・ローブリングという名前は，いつも貴方やその業績と同

一視されるに違いありません。しかし，長男に対する母の自負と甘すぎる希望を持って，この子

図-4.5 トレントン地図（1890 年当時） 赤枠がローブリング自宅 

トレントン製鉄所 

トレントン製鉄所

ローブリング製綱工場 
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がその名前に相応しいことを証明してくれると，信じております」 

 

その次に，フェルディナンド・ローブリングがいた。彼は細身で端正な顔立ちで眼鏡をかけ，

当時 27 歳であった。ジョン・ローブリングは「私の息子達の中で商売に向いているのはあいつだ

けだ」とよく言っていた。ローブリングは，橋梁技術者の長男には南北戦争に行かせたが，フェ

ルディナンドは自宅に残した。ジョン・ローブリングによれば，ロープ事業に対するフェルディ

ナンドの貢献は，とても大きかったようである。 

 

フェルディナンドより 7 歳年下のチャールズは，不思議なくらい無口で，思慮深い青年であっ

た。彼が も興味を持っていることは園芸であり，その夏にはトロイから戻っていた。彼は兄た

ちと同様にトロイのレンセラー工業学校の生徒であったが，それには，あまり満足していなかっ

た。 

 

回りからエディーと呼ばれていたエドモンドは 15 歳で，非常に内気で不安定な年頃で，心配の

種であった。 

 

姉妹には，ローラ，ジョセフィーン，エルバイラがいた。ローラはワシントンの下で長女であ

った。彼女は日曜日ごとにドイツ教会で律儀にオルガンを演奏し，人の好いドイツ人，しかもミ

ュールハウゼンの男性と結婚しており，夫を「私のメスフェッセル氏」と呼んでいた。彼らは，

子沢山でスタテン島に住んでおり，その島でメスフェッセル氏は学校を開校していた。その時点

まで，彼女は父親から郵便で定期的に小切手を受け取って支援を受けていたが，帳尻は合ってい

なかったようである。 

 

ジョセフィーンは，その時，当時の も優れたアメリカ人ピアニストの 1 人であったチャール

ズ・H・ジャービスの妻であった。そして， 後の 3 番目のエルバイラは，結婚してジョン・ス

チュアート夫人となっていた。エルバイラは家族の中では，いつも，とても陽気で元気のいい女

性であり，この点で全く父親似ではなく，父親が も喜んでいた家族の一人であった。彼女の結

婚式は，ほんの数週間前に行われたばかりであった。結婚式は，広い表側の客間で行われたが，

この日は，その同じ場所に彼の遺骸が安置されていた。その春，ローブリングはブルックリンを

往来していたので，彼女のために高価な贈り物を持って帰り続けていた。それは，彼が A・T・ス

チュワートの店舗で見つけたドレスや，絹製の数百ドルもする意匠を凝らしたカーペットや，テ

ィファニーの銀製品であった。結婚式の数日前，ローブリングはエルバイラに，新婚旅行には 100

ドルを現金で持って行くようにと，しつこく言っていた。そして，招待客でいっぱいの部屋で，

若いスチュワートに彼女を引き渡した。そして，その招待客の何人かは，その時の彼はいつにな

く温和で，とても元気であったと，葬式で述べている。 

 

再婚したローブリング夫人については，ほとんどわかっておらず，彼女がトレントン在住で前

の名前はルシア・クーパーであり，彼らの結婚式が 1867 年 2 月に行われたということくらいであ

る。彼は，彼女に 2 種類の金のブレスレットと，レンブラント・ピールの絵を贈り，現金出納帳
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には新婚旅行の費用として 125 ドルと記入しているが，それに関して分かるような覚書は何も残

していない。彼女は 2 年経っても，家族に十分に受け入れられておらず，彼女も溶け込んでいな

かったようである。ワシントン・ローブリングは，父親が亡くなったその夏以降，彼女と再び会

うことはなかったと，書いている。 

 

そして， 後にチャールズ・スワンがいた。彼は数年後に撮影された写真で，布張りの椅子に

堅苦しい態度で座り，とても着飾って，カメラに向かってまっすぐに愛想よく写っている。彼は，

あらゆる点で堅実で優しく信頼できる男であったと，ジョン・ローブリングの息子達は言ってい

た。あのローブリングも，彼らの仕事上での愛想の無い関係にもかかわらず，スワンの存在や彼

のやり方の全てが明確であったことを，認めていた。というのは，ローブリングが 1867 年の再婚

後，新しい遺言を作った際に，スワンに対して 2 万ドルの遺産を与え，自分の息子達にスワンを

全面的な共同経営者として待遇する要請を明確に述べているからである。 

 

遺言の内容については，数日間公表されなかったが，家族は，その概要をしばらく前から知ら

されていた。ローブリングは，スワンのためのお金に加えて，遠い親類と幾つかの慈善団体のた

めに，およそ 8 万ドルを残していた。彼は財産の大半を，新妻と 7 人子供達に対して 8 等分して

いた。ただし，子供達に事前に贈与していた金については，それぞれの分与分から控除してあっ

た。毎年，彼は私的な台帳に子供達に対する出費を，ペニーの単位まで細かく綿密に仕分けして

いた。そして，その時点で 終的な摘要部分で，彼らへの分与額からその費用を差し引いてあっ

た。 

 

ロープ事業については，4 人の息子達に任せ，その会社名を「ジョン・A・ローブリングズ・サ

ンズ社（John A. Roebling's Sons）」として継続するように遺言した。 

 

 

 

11 時ちょうどに自宅は市民に開放され，多数の人々が正面玄関に移動し始めた。それから 2 時

間，街の人々の弔問が行われた。人々は薄暗い広間の中を一列にならんで進んでいった。人々は，

黒の晴れ着で葬儀のベールを着け，男性は手に帽子を持って，大きな銀製の取手がついた紫檀の

棺に向かって，ほとんど音をたてずに移動して行き，裏口から出ていった。ほとんど全員があち

らこちらをチラッと見て，失礼に見えない程度にできる限り多くのものを見ようとしていた。 

 

ほとんど誰もが，ブルックリンの葬儀屋はとても上手に処置したと思った。遺体はやせ衰えて

見え，大きな額は生前より目立っていたことは，皆が感じていた。しかし，ローブリングが，も

のすごく苦しんで亡くなり７月の暑さのことを考えると，一列に並んで進んでいたほとんどの人

は，彼が全くいつもと変わらないように思った。おそらく， も彼らしくない平穏な表情にさえ

見えたのであろう。列に並んだ大部分の人々にとって，彼を間近で見るのは初めてであった。 

 

午後 1 時，正面玄関が再び閉じられた。そして 1 時少し過ぎ，弔問の人々の群れが日除の木の
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下に集まっている時，その静けさが列車の汽笛の甲高い音で不意に破られた。それが，その日で

も劇的な瞬間であったと，人々は後に話した。 

 

ジャージー市からの 5 両編成の特別列車が，線路に徐行して入ってきた。前の晩にローブリン

グの遺体が家に運ばれた時のように，列車は正門までゆっくりと蒸気を出して進み，停車した。

続いて，ブルックリンとニューヨークからの代表団のおよそ 50～60 人の男性は，そのほとんどが

磨かれた高いシルクハットを被って降りてきた。彼らは 後の人が降りるまで列車の傍で固まっ

て，日差しに目を細めながら立っていた。続いて彼らは一団となって，群衆が彼らのために空け

た進入路を歩き始めた。正面玄関で，ワシントン・ローブリングが彼らを中に案内するために，

立ったままで待っていた。 

 

葬儀は予定通り 2 時から始まり，家族が 2 階の廊下に着席し，弔問客が棺の前にきちんと並べ

られた椅子に座った。4 人の司祭（長老派教会員 1 人，ルーテル教徒 1 人，英国国教会派 2 人）

が，階段の登り口で交代に説教・祈祷を行っているとき，ものすごい暑さで，誰もが手袋をした

手に持った団扇をすごい速さであおいだ。一般的な説教から外れるようなことは何もなかった。

ルーテル教の司祭はドイツ語で説教を行った。 

 

正面玄関から棺を外にかつぐ 8 人のうち 4 人は，トレントンの男性であり，それ以外の 4 人は

ニューヨーク橋梁会社の関係者で，ジュリアス・アダムズ，ホレイショー・アレン，アンドリュ

ー・H・グリーンそしてヘンリー・クルーズ・マーフィーであった。葬儀費用の大部分が，ニュ

ーヨーク橋梁会社によって支払われること，すなわち，ニューヨーク橋梁会社を代表してウィリ

アム・キングズレーから特に多く支払われることは，この時点で特定の人しか知らない情報であ

った。 

 

牧師と肉親は，特別な馬車に乗って，マーサー墓地に向かって列をなして進んで行った。ブル

ックリン代表団の馬車がその後に続き，さらに多くの商工会議所の馬車が続いた。ローブリング

圧延工場の 200 人の工員は，南トレントンからその行列の後ろに加わった。一方，ロープ工場の

工員は，馬車と並んで 2 人ずつで歩いて行った。推定では，あらゆる専門業者や商社，孤児や歌

唱団も入れて集計すると 1500 人が行列に参加し

たようである。参加者全員を含めると，行列は 1

マイル半（2.4km）以上に延伸し，行列の全長（グ

リーン通りをはみ出し，イースト通り，ステート

通りおよびクリントン通りまで）に沿った歩道や

玄関先には，無言の見物人で一杯であった。 

 

4 時までに全てが終わった。ジョン・アーギュ

スト・ローブリングは，ヨハナ・ローブリングと

彼らの 2 人の子供傍に埋葬された（図-4.66）。ブ

                                                        
6  http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=10182409 （参照日 2016-02-14） 

図-4.6 ローブリング家の墓 

(トレントン マーサー墓地) 
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ルックリンとニューヨークから訪れた著名な来客達は，再び列車の傍に集まり，皆が砂ぼこりや

暑さで少し疲れ気味に見えた。そして各々が，ローブリング家の人々や，とりわけローブリング

大佐に対して，礼儀正しく穏やかな声で別れの挨拶をした。彼らは順々に前に出て，ワシントン・

ローブリングと握手をし，元気を出すように言った。彼らの中には，ヘンリー・マーフィー，ヘ

ンリー・スローカム，ホレイショー・アレン，ジュリアス・アダムズ，トーマス・キンセラ，デ

マス・バーンズ，ペイン大佐，C・C・マーティン，ウィリアム・キングズレーがいた。続いて，

彼とその家族が向きを変え，門を通って大きな邸宅への道を戻って行ったので，ジャージー市か

らの列車はトレントンを出発し，広々とした地域に入ると徐々に速度を増していった。 

 

ジャージー市に戻る列車の中で，話し合われた内容についての記録がないのは，とても残念で

ある。議論すべきことが，かなり多かったことは明らかであった。そして，発言すべきほとんど

の人が出席しており，これ以上の場はなかった。それは，政治家という人種がめったに見過ごさ

ないような機会であり，いずれにせよ彼らの大多数が政治家だったので，時間を無駄にしたとは

考えられない。 

 

もちろん彼ら全員が，その朝に一緒に乗り合わせたばかりであり，その時点ではローブリング

の埋葬は済んでおらず，彼の仕事の今後についてあれこれ言うのは不適切だと思われていたはず

である。今や間違いなくその状況は異なっており，彼らの列車が，夏の午後遅くに蒸気を出して

走っている時，非常に興味深い多くの会話が行われことは，当然であろう。 

 

数年後，ローブリングの死が，その後を継いだ人々にものすごい困惑を残し，彼の考えで計画

を進めることに関して，重大な疑念があったと言われることになる。ある伝記作家は「創造的な

着想が無くなってしまったので，ブルックリン橋を建設することは不可能なように思われました」

と主張していたようである。だが実際には疑念は全くなかった。 

 

ウィリアム・キングズレーが明らかにしたことによると，ずっと以前にローブリングは，キン

グズレーとヘンリー・マーフィーに対して， 終的には息子が彼に取って替わることを話してい

たようである。キングズレーは「ローブリングは， 初から息子が担当することを望んでいたが，

私や他の人々が納得しなかった」とさえ発言している。それはともかく，ローブリングが亡くな

ったまさにその日に，トーマス・キンセラは，ワシントン・ローブリングこそが彼の父親のやり

残した仕事を引継ぐべきであり，その仕事を彼以上にこなせる人は誰もいないと，イーグル新聞

の社説できっぱりと述べている。 

 

つい先頃，死につながる事故の前にローブリング氏は，十分なお金と名声を得ている

ことを，我々に述べた。そして，私のような歳になって，他のさらに大きな橋梁の建設

をなぜ引き受けるのか，自分でもわかっていない。このブルックリン橋は，私の息子が

建設すべきであり，息子には設計や監理に関するあらゆる点で私と同等の力量がある。

私と一緒に考え，働いており，一言でいえば，私と同じくらい優秀な技術者であると付

け加えている。 
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明白な事実として，いろいろな理由から橋梁建設を望む種々の団体にとって，その若い技術者

で進める以外の選択肢は，残されていなかった。さらに，彼らの考え方を否定するような理由は，

何もなかった。そして数年後，ワシントン自身が，彼らがワシントンを後継ぎに選んだとても良

い理由が 3 つあったと述べている。 

 

第 1 番目の理由は，私がそのような巨大なケーブルを架設した実務経験を有している

唯一の技術者であったことです。このケーブルは，過去に計画されたあらゆるものを上

回る規模であり，すべての素線を均等に機能させる必要があります。 

 

第 2 番目の理由は，私が 2 年前にヨーロッパで 1 年間，ニューマティック基礎と圧縮

空気を利用したケーソンの沈下方法について，研究してきたことです。ニューヨーク側

主塔のボーリング調査が，水面下で 106 フィート（32m）と驚くほどの深さまで掘り進

められた時点で，他の技術者全員が尻込みをしてしまいました・・・。 

 

第 3 番目の理由は， 初の計画時，父が立案者となった案の計画時に，私がその助手

をしていたことです。したがって私は，父の考えやプロジェクト全体に精通しており，

そのような人が他にいなかったからです。 

 

彼がとても若いということも，4 番目の理由として付け加えるべきであったと思われる。彼に

は，父親がとても重視していた活力があった。晩年の父親にとって，そのような活力が来世に向

けた唯一の望みとなっていた。父親は亡くなった妻の霊に「貴方は霊となってから，若くて活力

があり，豊かな新しい人生のようなものを感じていますか？」と尋ねている。 

 

父の死を乗り越えて，ワシントン・ローブリングは他人に依存せず，まったく揺るぎない人物

として意思決定する発言をして，周りの人の心を打ったようである。コンサルタント技術者の人々

は，彼の専門的な能力を保証することができた。彼が兵士としても大変優秀な人材であったこと

も，彼の評判を高めていた要因であった。そして，もっぱら対人的な面で彼の父に比べて，かな

り話すことが容易で分かりやすく，おそらく仕事の面でも，かなりやり易かったはずである。 

 

実際にブルックリンから弔問に来た紳士達は，ワシントン・ローブリングに大変良い印象を持

ち，彼に賭けると思ったに違いない。まさしく彼が言ったように，彼の父が設計した前例のない

橋梁を建設することができる，国中でたった 1 人の人物であることも事実であった。しかし，も

ちろんそのことが，あらゆる事を彼だけに頼ることを意味していた。そのことは，彼の父親と違

って，彼が遭遇する問題や，彼と雇用主（ニューヨーク橋梁会社）との間で生じる問題に関して，

彼の代わりができる人は誰もいないことになるはずであった。 

 

後任者の問題は，分かり切ったことであり既に解決済みとしても，ジョン・A・ローブリング

の死去は，全く未解決のまま残っていた他の複雑な状況を引き起こした。例えば，その仕事には
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大衆の信頼という重大な問題があった。父親のローブリングの言葉は，一般大衆だけでなく仲間

の間でも重要視されたが，その父親でさえ，嵐のような抗議に向き合わねばならなかった。息子

の場合には，その判断を立証するために，専門家の委員会の力を借りる必要があった。父親が自

分の基礎的な計画に対して，もはや答えることができなくなった今，さらにどれくらい多くの批

評家が現れて来るのであろうか？ そのような大規模の公共工事では，多くの実力者や，実力者の

中の中心人物を円滑に動かす必要があり，そして，多くの実力者は，しばしば注意深く巧妙に隠

れていた。また大衆の信頼の崩壊が，あらゆる種類の困難で厄介な状況を招くことがあった。 

 

ジョン・ローブリングは，その橋梁の構想の起源，ブルックリンの歴史や政治，そして実力者

が誰か等について詳しく認識していた。また彼は，物事を成し遂げる際に，金が演じた役割につ

いても知っていた。彼個人として金に対する関心は，常に二次的なことであった。確かに彼は，

かなり多くの収入を得ていたが，そのことは決して彼の人生の主目的ではなく，他人が金を得る

ことが人生の主目的と考えている等とは，思ったこともなかった。とはいえ，人によっては，そ

れに邁進する期間があることも知っており，彼の目的に合っていれば，人間性のそのような面で

の行動に反対することはなかった。例えば，彼がピッツバーグでグレートセントラル鉄道の建設

を呼びかけた時，西部が，どれほど我々の膝元に豊かな富をいつでも注ぎ込むことができるかを，

述べている。ちょうどその時，彼は，ブルックリンで，橋梁自体が建設費の 600～700 万ドル全額

をたった 3 年間で償還するほど儲かる有料橋を構想していたが，橋梁会社内の も熱心な賛同者

でさえ，その橋梁構想には否定的な見解であった。結局，橋梁は，民間会社によって建設される

ことになった。そのような方法は事業案のひとつであり，まさしくアレガニー川橋梁やシンシナ

ティ橋梁がそれに相当し，彼は当然の事としてそれを受け入れた。 

 

しかし，その途中でローブリングは，自分が 初から認識していた以上に，おそらく自分が認

識しようとしていた以上に，彼の顧客の数人とその仲間達が，彼の橋梁で一儲けしようと企んで

いたことに気づいたのかも知れない。すなわち，そのことは少なくとも，かなり後になって，息

子のワシントンが出した説明にあらわれている。ワシントン・ローブリングは，ある記者に個人

的に「・・・父が亡くなった時点で，すでに父は引退して私に仕事を譲る準備をしていました。・・・

皆さんは気づいていないかも知れないが，この橋梁は，両市から搾取する手段として，橋を利用

するという唯一の目的で，悪名高い『ボス・ツイード・リング』によって始められました。私の

父はこの事実に気づいたとき，この仕事から降りることを決心しました」述べたと言われている。 

 

その話は，まったく正確とはいえない。橋梁はツイード・リングで始まったものでもなく，ワ

シントン・ローブリング，あるいは，その父親が，仕事の開始時点を振り返り，同じ趣旨でその

ようなことを書いたり言ったりしたことを指摘したものは存在しない。また，ワシントン・ロー

ブリング自身，父親が亡くなった時点，父親の代わりを始めた時点で，どれくらいのことを知っ

ていたかについても不明である。 

 

しかしながら，1869 年 7 月の午後遅くに，ジャージー市に向かって列車で走っていた多くの人々

は，その全容をとても明快に理解していた。ブルックリンと架橋に対するブルックリンの夢は，
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彼らにとっても，自らの人生の重要な要素であり，夢でもあった。 

 

葬儀の翌日，トーマス・キンセラ（図-4.77）がイーグル新聞で

どのようなことを述べたか，興味深いことである。おそらく，彼

の記事は，ジャージー市に戻る車中で話されたことについての彼

の印象とは無関係であろう。しかしまた一方で，その記事は，お

そらく彼が心の中でまさに考えていたことであろう。 

 

彼は「この大陸には大きな誇りが 2 つあり，ひとつは建国の父

達による政治面で業績であり，もうひとつは科学面における物質

面での勝利である。これをもたらしたローブリングは，まぎれも

なく も偉大な英雄である。・・・だが現在の政治家は，策略とご

まかし以外なにもない。現代の政治家ができることは，せいぜい

昔の壮大な創造物を取り消すことぐらいが関の山である。・・・ジョン・A・ローブリングのよう

な人物の業績に比べれば，政治家の言葉や功績は何もないに等しい」と述べている。 

 

「ローブリングのような人生は，おしゃべりと議論ばかりしている全てが規則ずくめの政治家

の人生よりも価値がある」と述べたキンセラは，政治家というものについて，何人かの権威者と

話すことができ，ブルックリンの読者は，彼自身も権威者の一人であることを認識していた。 

 

 

 

                                                        
7  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Kinsella_New_York_-_Brady-Handy.jpg （参照 2016-01-18）） 

図-4.7 トーマス・キンセラ 

(1832-1884) 


