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第 5 章 ブルックリン 

われわれの都市には，素晴らしい未来が待っている。

－1869 年ブルックリンのイーグル新聞より 

 

1869 年の真夏のブルックリンには，自前の消防署，警察，学校があり，比較的小規模で，俗っ

ぽい場所はあまりなく，ごく普通の地方の積極的な誇りを持った独立した都市であった。そこは，

鉱山町のように突然脚光を浴びだした場所で，ニューヨーク州キングス郡ロングアイランドの西

端にあり，人口は人の一生よりも短い期間で 100 倍に増えていた。ヘンリー・クルーズ・マーフ

ィーのような男性は，フルトン通に巨大な楡の木がずらりと並び，ジョン・バレンタイン・スエ

ルトコープという風変わりな名のヘッセン人の銃砲工が，鳴鳥が飛び交うハイツにあるワシント

ン時代の古い砦の周りを勝手にうろついていた時代を，」はっきりと思い出すことができた。ほぼ

200 年の間，17 世紀前半にオランダからの農民たちが最初に移り住んだ当時から，ブルックリン

は，ほとんど変わっていなかった。19 世紀初め，橋梁の話が最初に出た時点で，全郡の人口は 5

千人足らずであり，そのうち千人以上が選択の余地のない黒人奴隷であった。しかし，1869 年時

点でブルックリンの居住者は約 40 万人となっていた。ある小冊子のガイドブックでは，ブルック

リンが 1 世代で価値のない地域から，大都市の重要な地域に生まれ変わったと，説明していた。 

 

ブルックリンの人口は，その当時でもニューヨークの半分以下であり，多くの裕福なニューヨ

ークカーの間では，ブルックリンは発展の遅れた地域で，すぐ隣にあるよく知られた場所で，船

舶や教会の尖塔があり，ビーチャーの話を聞く場所や，おそらくグリーンウッドに埋葬場所があ

るものの，後背地でありニューヨークと同等の価値はない地域という認識であった。しかし実際

にブルックリンはアメリカで 3 番目に大きい都市であり，かなりの間，その状況が続いていた。

ブルックリンは主要な生産拠点であり， ガラス，

鋼，ブリキ製品，大理石の暖炉棚，帽子，馬車の

鞭，化学製品，縄類，ウィスキー，ビール，にか

わ等の生産地であった。そこにはニューヨークよ

りも大きな港があり，ボストン，シカゴ，セント

ルイスやサンフランシスコよりも大きな都市で，

いずれの都市よりも成長が早く，イーグル新聞に

よれば橋梁が無くてもニューヨークより成長が

早い地域であった。 

 

すでに，ブルックリン（図-5.11）は 25 平方マ

イル（65 平方キロメートル）の面積となり，マ

ンハッタン島を上回っていた。 

 

                                                        
1  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_York_City_location_Brooklyn.svg （参照日 2016-09-16） 

図-5.1 ブルックリン位置図 
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市庁舎（図-5.22）には，関連する法律事務所やステーキレストランもあり，街の政治的な中心

であった。ギリシア風の支柱と近代的な丸屋根のある白い大理石造の建物は，コート通り，ジョ

レールモン通り，フルトン通りの 3 街路が交

差する三角状の敷地（図-5.33）に立ってい

た。そこでは，ほとんど毎日，ブルックリン

の上下水道長官，街路長官，監査役，収入役，

市庁舎の管理者，フロック・コートを着た多

数の市会議員やマーティン・カルブフェリッ

シュ市長を見かけることができた。マーティ

ン市長は，虚栄心が強く，大酒飲みで，下品

な言葉遣いをする背の低い民主党員であっ

たが，「記者には礼儀正しく喜ばすような不

思議な人物」として歴史に残った人物であっ

た。 

 

ブルックリン市庁舎から，ニューヨーク市庁舎までは，2 マイル（3.2km）に満たない距離であ

ったが，その間で波打つ感潮河川は，あらゆる意味で境界線となっていた。依然としてブルック

リン側は，完全にキングス郡民主党の勢力範囲であった。 

 

フルトン通り，かつての旧フェリー通りは商業地区であり，ブルックリンのブロードウェイと

                                                        
2  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bkborohalljeh.JPG （参照日 2016-02-15） 
3  1860 Mitchell Map of New York City, New York (first edition) 

図-5.3 1860 年当時のニューヨークとブルックリン地図 
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言われたが，現実はむしろニューヨークのメインストリートであった。フルトン通りは，市庁舎

からイースト川に向かって１マイル（1.6km）ほど下って行き止まりとなっており，フルトン通り

の鉄道馬車はフェリー乗場の前で転回していた。イーグル新聞の事務所は，共和党機関紙のユニ

オン新聞と同様に，フルトン通りを下ったフェリー乗場のすぐそばにあった。そこには，銀行や

保険会社があり，オビントン・ブラザーズ中国店や，女性服や装飾品を扱うフレデリック・ラサ

ーのような最新の店舗が並んでいた。 

 

1869 年当時，ロングアイランドに住んでいる人を

除き，ブルックリンに行く手段はたった一つしかなく，

フェリー（図-5.44）の利用であった。フルトン・フ

ェリーは，人々がブルックリン・フェリーと呼ぶ路線

のひとつであった。ブルックリン・フェリーは「ブル

ックリンの門」であり，そのひとつに，ホイットマン

は詩の中で不朽の名声を与えた。しかし，そのフェリ

ーは 5 航路の異なる路線の 1 航路にすぎず，全路線を

ユニオン・フェリー会社が運営していた。それぞれの

路線は，独自の斜路とフェリー乗場を有しており，ニューヨーク側の目的地にちなんで名付けら

れていた（例えば，サウス・フェリーは，ブルックリンのアトランティック通の端から，マンハ

ッタンの先端のサウス通まで運航していた。ウォール・ストリート・フェリーは，モンタギュー

通の端から出ており，またフルトン・フェリーは，ブルックリンのフルトン通からニューヨーク

のフルトン通まで航行していた）。総計で 13 隻の船舶が，日夜，蒸気を出しながら往来しており，

24 時間で延 1000 隻を越える航行を行っていた。これらの船舶は，ミネオラ，モンターク，クリ

ントン，ウィノーナ等という船名で，船首尾同形で 150 フィート（46m）か 170 フィート（52m），

あるいはそれ以上の船長があり，平均でおよそ 600 トンの船舶であった。 

 

ここを訪れたあるイギリス人は「これらの巨大な城のような船が，イースト川で，なぜこんな

に急いでいるのでしょうか？ ブルックリンに向かうフルトン・フェリーのモンターク号に乗り込

んで貨物を調査してみましょう。14 台の馬車があり，乗客は数えきれないほどで，少なくとも 600

人が乗っています。船は前方へものすごい速度で疾走して，埠頭に向かって明らかに危険となる

まで接近し，ものすごい衝突が回避不可能と思えるほどです。せっかちなアメリカ人は，我先に

と，岸に飛び移れるよう押し合っています。ベルの大きなビーンという音が突如聞こえ，力強い

エンジンがすばやく逆回転して，船舶の運航は即座に停止します。その突然の停止によって満員

の乗客の質量がわずかに前方に傾きます」と書いている。 

 

一旦，フェリーが接岸し，その乗客が陸上に降りると，フェリー乗場の乗船口が開き，事務員

や女性店員，弁当箱をもった日雇い労働者，肉屋，小売商，御用聞き，銀行員，実業家などが，

急いで乗り込み，待合室は空となってしまう。フェリー乗場の外側の街路は，往来する多くの群

衆や行商人，船渠労働者，馬車，荷車，農業用車両，鐘を鳴らすフルトン通の鉄道馬車などで，

                                                        
4  https://www.loc.gov/exhibits/treasures/whitman-journalistteacher.html （参照日 2016-02-16） 

図-5.4 ブルックリン・フェリー 

（1890 年 7 月頃） 
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ごった返していた。フェリーの船長と切符切りの少年が，おなじみの乗客を知っていた時代に比

べると隔世の感があった。ブルックリンを訪ねて，その場所にたいへん驚いて帰ったあるニュー

ヨーク居住者は「ブルックリンに住むことが，イースト川のフェリーに乗ることを意味するので

あれば，私はむしろニューヨークに留まるであろう」と意見を述べている。 

 

フェリー斜路と巨大な主塔が建てられる場所の上流には，キャサリン通りフェリー，ウォール

アバウト湾の海軍造船所，霧のかかった朝には水辺にある巨大なライン地方の城のように見える

ハブマイヤー＆エルダース精糖所，ルーズベルト通りフェリー，そして，ブルックリンの有名な

古くからの造船所があった。その中で，ヘンリー・ステアーズ・ウェッブ＆ベル社では，南北戦

争以前に快走大型帆船を造っていた。サミュエル・スニーデン社では，スウェーデン人の鬼才エ

リクソンが合衆国海軍初の装甲艦モニター号（1862 年進水）を建造したことがあった。 

 

一般的に言えば，イースト川はニューヨーク港の最良部分と，考えられていた。ハドソン川や

ノース川に沿った地域よりも，波止場の水深が深いことがよく知られており，卓越風の影響をほ

とんど受けず，氷結によるトラブルも少なかった。また，船の建造や修理を行うには，最も安全

で適切な場所でもあった。このような理由から，いまだにローブリングの橋梁は川沿いでの議論

の主題となっていた。架橋が検討されていたニューヨーク側の川岸は，世界中で最も造船所が集

中している場所のひとつであった。 

 

フェリーの下流側の川岸は，ハイツの崖淵の下から昔のレッド・フック岬を通り，ゴワーヌス

湾のあたりで海に向かって開かれている。ブルックリンには，全部で約 8 マイル（13km）に渡っ

て，埠頭，乾船渠，大穀物倉庫，商品保管倉庫などがあった。新しいアトランティック係留地は，

バターミルク海峡にあり，その面積は 40 エーカー（162,000m2）であった。当時，ブルックリン

に停泊する船は，ニューヨークとホーボーケンを合わせたよりも多かった。川からの眺めると，

ブルックリンが，まるで船のマストや綱具の保護幕で封じ込められたようであった。世界の海上

航路はブルックリンで終わると，ブルックリンの賛美者が数年後に記述しているが，1869 年当時，

それは現実となっており，そして何よりもその場所に，そのような雰囲気と特徴をもたらしたの

は海であった。カモメが飛び回り，屋根のうえで鳴いていた。フルトン通に沿った夕方の人混み

には，船員が交っていた。潮風には「まじりけがなく，すがすがしく・・・，沖合 1000 マイル（1600km）

から漂ってきている」という評判であった。 

 

6 箇所の種々の高い場所，例えばプロスペクト公園やグリーンウッド墓地等から眺めた風景は

四方八方に拡がっており，南を眺めると，コニーアイランドの海岸に，大西洋の波が打ちつけて

いた。ブルックリンは，陸と海の最も雄大な眺めを持っており，多種多様で美しいパノラマの変

化は，この国のどんな都市の境界で見られるものより素晴らしいと言われていたが，それは決し

て誇張ではなかった。 

 

確かに，ハイツからの景色は東海岸地帯の景色と同じくらい素晴らしく，川，湾，マンハッタ

ン島，ジャージ丘陵，スタテン島を眺めた風景には，見渡す限りのきらめくような青と広がる緑
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があった。どこを眺めても，入港してくる船や，海に向かって出航する船が見えた。その風景は，

1869 年の夏の日，帆船の時代と蒸気船の時代が依然として重複していた時代の河川や港でのいつ

もの光景であった。もちろん船舶の大部分は，主としてニューヨークに関連したものであったが，

ブルックリンには景色があった。 

 

ニューヨーク港の古い彫刻では，一般的に船舶が全く不釣合いに，つまり大き過ぎるくらいに

描かれているが，表現しようとする様々な対象物の形や特質は，そのような描き方の方がより分

かり易く，さらに面白みを増すというような総合的な効果もある。そのような彫刻の風景から判

断すると，都市居住者には，素晴らしい雄大な場所や空間を満喫し，あるいは永遠に興味を持っ

て眺め続けることができるような場所が，全くどこにも無かったに違いない。水上には，複数マ

ストの大型帆船，定期船，娯楽用ヨット，白く輝くホテル規模の周遊蒸気船，新しいブルックリ

ン・シティ号のような外洋蒸気船などが一杯に描かれている（その春，ブルックリン・シティ号

の処女航海終了後に船上で開催された晩餐会では，かのビーチャーが民主党議員と食事を共にし

て，親交を深めたと伝えられている）。貨車運送用の艀，干し草用の艀，砂用の艀，無数の蒸気曳

船が前後に動き，川を上り下りし，いたるところで，それらの船の間を横切り潮流に逆らってカ

ニのように横向きに進むブルックリンのフェリーが描かれている。 

 

一日の長い労働の後で，精神を適切な平衡状態に戻すものは，間違いなく，気持ちを癒す眺め

であった。そのような観点からすれば，ニューヨークは，明らかに住むべき場所ではなかった。

フェリーでさえも，各煙突から尾を引く石炭煙などの細かいところまで，完璧で作られた精巧な

玩具にすぎないように見えた。日が暮れた河川は，フェリーの照明灯の色で「祭りのような風景」

に変わった。 

 

ブルックリンハイツを開発したヒゼキア・ピエールポント

（図-5.55）によると，あらゆる季節や色々な面で，とても健

康によい場所が，氷河の最後の部分が堆積した河川上の緩やか

な断崖であった。潮風が胸を満たし，背後にはロングアイラン

ドという長さ 100 マイル（160km）の広々とした地域が拡がっ

ていた。50 年前，進取的な醸造業者で，大きなヒマラヤスギ

が点在するハイツの土地を所有していたピエールポントは「夏

季用住宅や通年用住宅用として，極上の住環境と地域社会の形

成に参画したいと望むような家族向け」に大々的な広告を行っ

た。商売や仕事の関係でニューヨークに毎日出勤する必要のあ

る紳士にとっては不便である，と彼は語っていた。彼が販売し

た一区画は，25×100 フィート（7.6m×30.5m）で，多くがイースト川に面し，それ以外の区画は

幅 60 フィート（18m）の広々とした街路に面していた。1869 年までには赤レンガの歩道の上に，

日除けの木で緑の天蓋が作られ，アメリカで最も堂々とした住宅の何軒かが，そこに面していた。

ニューヨークには，このような居住地区として比較できるような地区はなかった。ハイツはその

                                                        
5  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hezekiah_Beers_Pierrepont.jpg （参照日 2016-02-19）- 

図-5.5 ヒゼキア・ピエールポント

（1768～1838） 
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名前のとおり，醸造業者が約束した街並みとなった。 

 

ブルックリンハイツのウイロー通り，ピエールポント通り，クリントン通り，河川に平行に走

るコロンビアハイツ通りに匹敵するような道路は，マンハッタンにはなかった。ブルックリンハ

イツでは，高い窓が並び，煉瓦や褐色砂岩で造られた住宅は，ほとんど例外なく歩道側に張り出

して並んでいた。その大部分には，大理石の敷居や鋳鉄製の階段手摺りが設けられ，仔細に渡り

美しく，たいへん素晴らしい造りであった。そのなかの数軒は，コロンビアハイツ通のロー氏の

自宅のように，人物の力量に応じた大邸宅もあった。しかし，ニューヨークの五番街を特徴づけ

るような豪華な飾りは，全くなかった。明らかに隣人を出し抜くような意図を持って設計された

住宅は，一軒もなかった。イーグル新聞は「ほとんど人々が，他の人と同じような住宅を建てて

きたようである」と認めていた。 

 

そのハイツは，ブルックリンでの生活の社会面，文化面，道徳面での誰もが認める中心であり，

最も重視された社会面や精神面での役割を，担っていた。そこには人々も集まり，その時代以降

にアメリカの都市部で見かけるようになった快適で素晴らしい住居地域と，ほぼ同じであった。

そこはブルックリンではなく，ハイツとして頻繁に取り上げられた。 

 

ハイツには，とても古く，たいへん裕福なブルックリンの一族－ピエールポント家，ブレブー

ツ家，ロー家，本や賛美歌集の出版を手がけ 10 人の子供のいる A・S・バーンズ家，シメオン・

ボールドウィン・チッテンデン家，モーゼ・ビーチ家，ゴードン・フォード家など－が住んでい

た。彼らの大部分は，第 2 世代のニューイングランド人であった。彼らは常に慈善事業活動に熱

心で，種々のブルックリンの団体の理事会に関わっていた。理事名簿や設立定款に名前が載るこ

とは，高名な社会的地位を意味していた。彼らは最上級の料理人を雇用し，息子達をエール大学

やコロンビア大学に入学させていた。春の夕方になると，フォートハミルトンへの川岸の道路に

沿って，彼らが優雅で立派な馬車に身なりがきちんとした花婿を乗せて，馬の編成に鞭を打つ光

景を見ることができた。たまたま 1869 年のその夏の前後には，彼らのほとんどがブルックリンを

留守にしていた。彼らは，数週間前に荷物をまとめて出かけていた。彼らはいつものように，子

供，使用人，スチーマートランク，ピクニック用のバスケット等を全部纏めて，オークブラフス，

ニューポート，サラトガ，ホワイト山などへ出かけていたのである。7 月と 8 月の間ずっと，イ

ーグル新聞には，彼らの動向を報告するための常設欄が，設けられていた。 

 

そのような一家の主人は，たいていニューヨークで，銀行業，織物業，中国貿易などを営んで

いた。自宅の窓辺の下方に停泊する船を，所有する人もいた。学者も数人おり，一例を挙げれば，

J・カーソン・ブレブートはヨーロッパで教育を受け，一時は作家のワシントン・アービング6の

個人秘書を勤めていたこともある。ブレブートは，アメリカの歴史と昆虫学で著名な学者である。

確かな筋の話では，魚に関する知識では彼の右に出るような博物学者はおらず，収集した本や標

本は素晴らしく貴重であった，といわれている。 

 

                                                        
6  ワシントン・アービング（1783～1859 年）は，19 世紀前半のアメリカ合衆国の作家。 
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そのような人々が住み，そのような環境もあり，ひとたび橋梁が建設されフェリーの不便さが

解消されるならば，同じような立場のニューヨークの人々は，自宅をブルックリンに持ちたいと

思うはずである。 

 

クリントン通とピエールポント通の交差点には，ブルックリン・クラブが建っており，ある訪

問者がうれしそうに書き残しているように，そこでは，ごく親しい間柄の会員たちが，お互いの

妻だけでなく使用人も紹介し合っていた。すぐ近くには，商業図書館，ロングアイランド歴史協

会や音楽アカデミーがあり，そのような場所にはハイツの人々が，気持ちを高揚させる講演，ア

マチュア演劇の上演，ある時にはヨハン・シュトラウス7によるミュージカルや，恒例の慈善舞踏

会に参集していた。壮麗なダンス場では，鏡の前で自分の容姿を確かめることなく，踊ることは

できなかった。 

 

また，そこにはハイツも含めて，ブルックリンやニューヨークだけでなく，合衆国全体の道徳

や精神面での中心となる建物があった。ブルックリンは「教会の街」であり，タルメージ（1832

～1902）やストーズ（1796～1879）は，そこの牧師であった。しかし，オレンジ通りの大きい煉

瓦造りのプリマス教会は，その代表的な施設であり，ブルックリン中を見渡しても，文句なく最

も有名な教会であった。そこでは，一般公開された講演で 2 千人以上の信徒の前にして，かのビ

ッチャーが夏季を除いて毎週，説教を行っていた。なお，彼の相談役を務めていた人物によれば，

ビッチャーは夏季の間は，ロッキー山脈に出かけていたようである。 

 

そこにあるヘンリー・ワード・ビーチャー（図-5.68）の写

真や，たくさんの印刷された説教録から，まさしく全ての説教

が興奮するものであったとはいえない。とても目立つ垂れた片

方の目が，彼に偏屈でやや不快そうな印象を与えている。彼は，

当時の多くの演壇に立つ雄弁家達がそうであったように，髪を

長くのばしたままで整髪していなかった。1869 年当時，彼は

56 歳，少し白髪が混じり，かなり太っていた。それでも誰に聞

いても，彼には身体的な活力，男女両方に対して凄まじく訴え

る活力にあふれていた。雄弁さと観客をうならせる手腕が大好

きな世代にとって，彼は最高の話し手であり，明らかに空前絶

後の偉大な役者の 1 人であった。 

 

彼はパントマイム役者で物まね芸人の才能もあり，輝くような喜びの表情から，一瞬にして，

とても大きな怒りに本当の涙を流すような表情に，求められるものはどっちにでも変えることが

できた。彼は原稿を見ることもなく，とても優しく，まるで前列席と個人的な会話をするように

訓話を始めた。だが突然「目一杯の，流麗で，響き渡る」声が教会を満たした。ある日曜日，回

                                                        
7  ヨハン・シュトラウス 2 世（ 1825～1899 年）は，オーストリアのウィーンを中心に活躍した作曲家・指揮者

である。音楽家ヨハン・シュトラウス 1 世の長男であり，弟には，次男のヨーゼフ・シュトラウスと四男のエ

ドゥアルト・シュトラウス 1 世がいる。 
8  New York Public Library 

図-5.6 ヘンリー・ワード・ 

ビーチャー 
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廊から畏敬の念を抱いて見ていたマーク・トウェインは「彼は，舞台の上を行ったり来たりしな

がら，空中で自分の腕をのこぎりで切るしぐさをしたり，あの手この手で皮肉を浴びせたり，詩

を打ち上げ花火のように次々と朗読したり，豊富な雄弁さを炸裂させたり，ときおり立ち止まり，

ポイントを強調するために 3 回連続して足を踏み鳴らしたりしていた」と書いている。 

 

アメリカでは，これまでビーチャーのような人材を生み出すことはなかった。おそらくグラン

ト大統領を除けば，彼ほど高く評価された生存中の人物はいなかった。彼の訓話は，新聞で熱心

に読まれ，本の形で出版され，最も人気のあるフィクションとして大変売れていた。ブルックリ

ンに向かう日曜日の朝のフェリーは，ビーチャー・ボートとして有名であった。フェリー到着場

から群衆の後についていけば，プリマス教会はとても簡単に見つけられた。 

 

橋梁の計画から完成までの間に，ビッチャーが行った何百，何千という演説や説法に目を通す

ことは可能であり，間違いなく，その話題をビッチャーが取り上げていることが分かるであろう。

特に橋梁が大衆の関心事であれば，それに関して話さないことは，彼の人生ではありえないこと

であった。おそらく彼は，フルトン通の商人のように，一旦巨大な橋梁が河川にアーチをかけれ

ば，突如ブルックリンが，ニューヨーク社会の全く新しい要素として認められるような状況を想

像したのかもしれない。日曜日には，その橋梁は「ビーチャーの橋」にさえなるかもしれなかっ

た。ただし，ブルックリンが，彼をどのように評価していたのか，彼にとってブルックリンはど

のような意味があったのかは，大変興味深いことである。 

 

彼の名前は，新聞紙上にほぼ毎日載っており，彼の記事を読み飽きていない人々に，自由貿易，

タマネギの成長，天候の変わりやすさなど，彼が言わねばならないことを提唱していた。彼は，

会話の熟練者とみなされており，実際に独演の熟練者以上であったと思われる。ブルックリン公

会堂や，どのような公的な集会でも，彼が登場すると大喝釆が始まった。また，彼がグリーンウ

ッドに，自分と気が強く手厳しい妻のために選んだ区画は，観光名所となっていた。 

 

金持ちや有名人は，彼に様々な敬意を払っており，かつてリンカーンは彼がアメリカで最も偉

大な人物であると発言したことがある。プリマス教会は，彼に年間 2 万ドル，つまりアメリカ合

衆国の大統領が受け取る報酬と同額を支払っていた。誰もそれが並外れているとは思わなかった。

おそらく，それは，彼の時代に対する理解力が想像を超えていたからであろう。 

 

イーグル新聞は「我々の組織は，彼の中で生きている。我々の国家として思考は，彼の中で呼

吸し，力強いキリスト教は，彼を最も活気のある擁護者と見ている。彼は，アメリカにおけるプ

ロテスタント主義のヘラクレスである・・・｣と述べている。 

 

いうまでもなく，そのような個性的な人間の存在する場所には，ある種独特の雰囲気が出てく

るものである。ビーチャーがハイツに住み始めて 20 年間，住む場所としてハイツを選んだ人々に

とっては，彼の存在がその決定要因であった。ただし住人全部が，ものすごく裕福とか，社会的

に著名だったわけではない。おそらく，橋梁が建設されようとした頃のハイツの住人の様子を，
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最もうまく表現したものは，マサチューセッツからのやって来た記者が，おそらくプリマス教会

信徒について書いた記事であろう。それには「めったに見られない理性的な人々の集まりである。

骨相学者9は，彼らの理性的な成長の結果を称賛するであろう。一方，彼らのほとんどが明るく心

から満ち足りた表情をしており，人生を楽しみ，それほど憂鬱に悩んでいないようである。また，

暮らし向きのよい集まりでもある。 20 人を越えるほどの人々が馬車でやってきており，貴族社

会や上流社会というわけではないが，堅実で裕福そうである。彼らは良い住宅に住み，世間の快

適性を手に入れて享受しているかのようである」と書かれている。 

 

 

 

ブルックリンの良いところは他にもあった。ガス料金は格安であった。税金は，依然としてニ

ューヨークよりも低かった。学校教育は，はるかに優れていた。地方自治は一般に実直といわれ，

そうではない部分もあったが，対岸で行われていた自治の方法とは大違いで，ブルックリンの地

方自治はかなり良好であった。日が暮れてからの街路は，適度の照明が行われており，その規模

の都市としては，犯罪が非常に少なかった。飲料水はおいしかった。 

 

ブルックリンの主要な日刊紙であるイーグル新聞には，確かに別の魅力があった。その編集者

であり，やがて連邦議会議員となったトーマス・キンセラは，才能のある移民の少年が，どれほ

どまでアメリカで出世できるかの見本とされていた。 

 

またブルックリンでは，まさしくその頃，十分な仕事量があった。その当時，ブルックリンを

訪れたチャールズ・ディケンズは，そこをニューヨークのための「一種の宿泊施設」として片づ

けた。しかし，利用可能な当時の統計資料によれば，ニューヨークの雇用労働者は，ブルックリ

ンの半分よりかなり少なく，わずか 3 分の 1 程度であった。 

 

いずれにしても，ブルックリンは住むには適切な場所であると，ブルックリンのほとんどの人々

が感じていた。それこそが，本来あるべきアメリカの都市であった。ニューヨークは，その魅力

にもかかわらず，途方もなく寒い場所であり，過密で物価は高く，困惑するほど不健全であると

見られていた。ブルックリンでは，勤め人が家を所有することができた。土地の投機家は「ブル

ックリンの 500 マイル（800km）の道路には，何らかの建物が建っているのは，その半分だけだ

が，ニューヨークの空地は，全部で僅か 5 マイル（8km）しかない」と好んで強調していた。 

 

もちろん，ブルックリンには短所もあった。最高級のレストランや店舗でさえ，ニューヨーク

と比べると二流であった。ピーター・クーパーの膠質（にかわ）工場のまわりの空気は，必ずし

も海に面した場所のようなものではなく，また，ある情報によれば，ブルックリンの大衆酒場は，

犬小屋のような匂いがしたようである。またブルックリンには，対岸の「現代のバビロン」に起

因する俗にいう下品さと，みすぼらしさがあった。海軍造船所の南にある平地部の共同住宅，ブ

                                                        
9 骨相学（こっそうがく）とは，脳は精神活動に対応する複数の器官の集合体であり，その器官・機能の差が頭

蓋の大きさ・形状に現れると主張する学説である。19 世紀に隆盛を誇ったが，大脳生理学の発展によって 20 世

紀以降では否定されている。 
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ルックリンのアイルランド人の大部分が住んでいた住宅は，ニューヨークと同様に汚かった。 

 

しかし，ブルックリンでは，ニューヨークでのあらゆる「楽しみ」，デルモニコ美術館やバーナ

ム博物館，劇場での夜会，ウォール街，投機などを，川を渡って容易に利用することができた。

結局，そのことがブルックリンの最大の魅力であった。すなわち，ニューヨークが手の届く範囲

にあり，両方の地域の最高のものが提供される場所であった。 

 

海軍造船所の周辺の環境の悪い居住区に関しては，おそらくほとんどの人々が，危険を冒して

まで，その通りに足を踏み入れようとはせず，そこに住むことを，人生の真の目的とすることも

なかった。そのように，当然ほとんどの人々は，後々の客観的な評価がどうというよりも，その

時点の方が大事だと思い込んでいた。そして，人々には，やはり情報よりも経験を重視して，持

論を形成する傾向があった。そして，ブルックリンのほとんどの人々は，自分たちの都市と他の

都市を比較したような経験がなかった。 

 

さらに，橋梁が状況をもっと良くしようとしていた。ほとんどが田舎者のようなブルックリン

の人々，特に来たばかりの人は，本質的に内心で期待したり，楽観したり，待ちかねていたり，

将来性を熱列に信じていたりした。政治組織は，どの程度まで，橋梁の必要性や人々の疑念や反

対している色々な協定について，これまでに理解していたのであろうか？ さらに，どれほど考え

ていたのであろうか？ どれほどの人々が，橋梁の現実的な費用がどの程度になるかを，真剣に考

えていたのであろうか？ 

 

 

 

橋梁計画がブルックリンのどこで，いつ頃，密かに立案されたかという経緯と，その出来事を

記念する銘板が，オウルズ・ヘッド公園に残っている。その公園は，かつてヘンリー・クルーズ・

マーフィーの邸宅があった場所の近くにある。 

 

1866～67 年の冬は，記録に残るほどの厳しい天候であった。

河川が凍結して，ブルックリンからのフェリー通勤者よりも，

アルバニーからの列車の乗客の方がニューヨークに早く到着

する状況が，幾度も発生するほどひどい状況であった。シンシ

ナティでは，ローブリングの橋梁が国民的な喝采を受けて開通

しており，ブルックリンのあらゆる新聞は，ニューヨークに向

けた架橋を望む記事を，掲載し続けていた。 

 

そして，1866 年 12 月 21 日の夜，オールバニーでの州議会の

開催前，橋梁の議案を通すべき時期が熟していることを確信し

た若きウィリアム・キングズレー（図-5.710）は，ベイリッジ

                                                        
10  New York Public Library 

図-5.7 ウィリアム・キングズレー

（1833～1885） 
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図-5.9 ジュリアス・アダムス 

(1812～1899) 

まで馬に乗って，ヘンリー・マーフィー（図-5.811）を訪ねるこ

とにした。その経緯によれば，その夜はすごい寒さで，外出で

きるような夜ではなく，さらにベイリッジまでは 4 マイル

（6.5km）もあった。キングズレーには，マーフィーの親友であ

るアレキサンダー・マッキュー判事が随伴した。判事が後に語

ったところでは，キングズレーにできる限りの支援をするため

に単に同行しただけであり，それは，当時マーフィーが，事業

の実行可能性を議会で説得することは難しいと，認識していた

からであった。 

 

キングズレーは，必要となる土木工事についてジュリアス・

アダムス（図-5.912）と夏からずっと協議していた。キングズレ

ーとマーフィーの対談は，マーフィーの宮殿のような家の書斎

の暖炉のそばで，真夜中過ぎまで続いた。マーフィーは最初，

橋梁の全体計画について，非常に懐疑的であり，敵対的でさえ

あったといわれている。キングズレーは，マーフィーの疑問に

熱意を込めて対応し，鋭く納得のいく答弁で，マーフィーから

のあらゆる論議に対応したものと思われる。マキューは，後に

その場面のキングズレーについて「彼の疲れを知らず休むこと

のない精神力は，明快さの面で並ぶものがなく，力強さの面で

も無敵で，私には，驚きであり賞賛の的であった」と記述して

いる。しばらくすると，マーフィーは，まるで言葉の呪縛にか

かっているように，聞き入っていた。 

 

彼らが，別れの挨拶をしてドアを出る頃には，マーフィーは考え方を変えていた。しかしなが

ら，その夜の対談の過程で，キングズレーがマーフィーに対して，厳密にどのようなことを話し

たのかは，決して明らかにはされていない。マッキューが言ったのは「誰もが，正確な情報に基

づくキングズレーの猛攻に，耐えることができなかった」ということだけであった。 

 

おそらく，その経緯は真実であろう。おそらく，ブルックリンの初期の頃の育ちの良い人物で

あったヘンリー・マーフィーは，橋梁が人生に対する脅威であると考えた。マーフィーが若かっ

た頃，ブルックリンで初めての最高位の市民であったジョンソン老将軍は，1833 年の市長選挙で

「ブルックリンとニューヨークは，目指すもの，関心のある事項，感情面等での共通点は全くな

く，ブルックリンにとって，河川で分断されていることが素晴らしいことである」と明言してい

た。将軍は，米英戦争（1812 年 6 月～1814 年 12 月）では，ロングアイランドへの侵略を阻止す

るブルックリンのフォートグリーンでの守備担当であった。なお，その侵略は実際には起きるこ

とはなかった。その後，彼は別の種類の侵略について，大きな懸念を持つようになった。彼は，

                                                        
11  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Cruse_Murphy.jpg （参照日 2016-08-21） 
12  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julius_Walker_Adams_portrait.jpg  （参照日 2016-01-12） 

図-5.8 ヘンリー・マーフィー 

（1810～1882） 
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図-5.10 ヒュー・マクラフリン 

(1827～1904) 

そのような経緯もありブルックリンを好み，そのような発言となった。依然として，そのような

考え方をする人々も少なからず存在し，おそらくマーフィーも同意見であったのであろう。 

 

しかし，その夜以降の橋梁に対するマーフィーの全面的で毅然とした傾倒を考慮するだけでは，

不十分だと思われる。なお，10 年ほど前の 1857 年，ローブリングの書簡がトリビューン誌と商

業ジャーナル誌に掲載された年に，マーフィーは，イースト川がブルックリンとニューヨークを

分断している状況をただちに解消すべきであると，発言していた。マーフィーがオランダに出発

する直前に，マンションハウスで開催された歓送晩餐会の演説で，ブルックリンで盛り上がって

いる「振興の熱意」を歓迎しており，そのような共同体で可能な歴史的事業の実例として新しい

水道事業を提案した。タマニー派（民主党の一派閥）の客でさえ，拍手喝采した。 

 

いずれにせよ，キングズレーは 1867 年には間違いなく橋梁構

想の推進者であった。そして，彼は，ワシントン・ローブリング

を除いた他のどのような人々よりも，唯一目立って，先頭きって

冒険的事業に賭けていた。ブルックリンでは，キングズレーとマ

ーフィーの 2 人が，首領のマクラフリン（図-5.1013）を除けば，

最強で影響力のある民主党員であった。またブルックリン民主党

は，ブルックリンのほぼ全ての政治力と影響力を支配していた。

だから橋梁の成立経緯に関して，2 人が合意したのが暖炉の傍の

あの特別な夜であったかどうかは，その男達が彼ら自身であった

かどうかと同じように，それほど重要なことではない。 

 

当時の政治漫画家は，1867 年頃，キングス郡の政治を簡略化し模式化した要点を表現しようと，

ビッチャーがハイツを指揮，すなわち，そこの住人を順応させているようなブルックリンの鳥瞰

図を描いた。そこには，ビッチャーの後ろに隠れたボス・マクラフリンが，少し物わかりが悪そ

うな顔をして，自らの手で市庁舎を鷲づかみしているように描かれていた。フルトン通の端には，

建設会社のキングズレー＆キーニーという看板が掲げられた事務所の傍で，大柄な若いキングズ

レーが，元気いっぱいに，ドル記号がついた何かが噴出するセメントミキサーのクランクを回し

ている。そして，湾の下方には，もう一人のキングズレーが，邸宅の塔屋の窓から少し離れた水

平線の向こうを眺め，その先には，ローマ人のように高貴なヘンリー・マーフィーが描かれてい

た。 

 

別々の道を歩んでいるキングズレーとマーフィー，両方とも，たいへん強い印象を与える男性

であった。キングズレーは，1867 年で若干 34 歳，ヘンリー・マーフィーの息子と同じくらいで，

かなり若かった。不況の 1857 年，マーフィーがオランダのハーグに赴任した年に，勤勉で，資力

があり，野心的なキングズレーは，ブルックリンで会社を設立した。彼がブルックリンにやって

来たとき，街には身寄りも知り合いも全くいなかった。それまでに学校の教師や，ペンシルバニ

ア運河や中西部の鉄道での現場監督の仕事もしていた。短い期間ではあったが，ジョンズタウン

                                                        
13 https://en.wikipedia.org/wiki/File:PuckMagazineCoverGoneToMeetJohnKelly11091881.jpg （参照日 2016-02-25） 
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のポーテージ鉄道でも働いたこともあった（おそらく，そこで 10 年前にローブリングが鉄製ロー

プを導入した話を聞いたのであろう）。若いころの彼は，ストライキを鎮圧するほどの力任せが目

立った男のようであった。 

 

今や彼は，ブルックリンでとても成功している建設業者であった。街路を舗装し，下水管渠を

敷設し，ヘムステッドに大規模な貯水池を建設し，プロスペクト公園の大半やセントラル公園の

一部を建設し，建材事業や花崗岩事業に手を拡げ，不動産売買を行い，ブルックリンのガス会社

や銀行関係者とも深く繋がっていた。フルトン・フェリーから降り立ってから，まさに 10 年後，

全くのよそ者で，これと言った金もなかった彼は，100 万ドル近い財産を築き，ブルックリンで

指折りの知られた人物となっていた。 

 

首領のマクラフリンは，すぐにキングズレーが気に入った。マクラフリン自身は 1856 年まで河

岸の暴力団の親分以外の何物でもなかったが，その年のブキャナンの大統領選挙の運動の地元で

の支援の見返りとして，海軍造船所の労働者のまとめ役（Boss Laborer）に指名された。彼がブル

ックリン全体の「首領（Boss）」となるのに時間はかからなかった。彼は首領と呼ばれ，実質的に

政治面における最初の実力者であった。なお「首領」という呼び方を，彼は決して好まなかった

ようである。穏やかな語り口，薄汚れた風采で非番の時にはドミノに興じる男であった彼は，反

り返って大きなお腹を突き出してブルックリンを歩き回っていた。彼のシルクハットは，いつも

時代遅れで下手なブラシがかけられていた。にもかかわらず，彼の丸頭の挙動と，指導者を裏切

るような小さな青い眼をした静かで鋭い顔つきには，何か秘めたるものあった。彼が初めてキン

グズレーと目を交わした時，キングズレーと自分との共通点に気づいたに違いない。 

 

マクラフリンは，ちょうどブルックリン・リングを組織し始めていた。マクラフリンは，ブル

ックリンの外にいるヘンリー・マーフィーと共同して，素早く行動した。その当時，キングズレ

ーは，水道事業に関連して始められた数件の舗装工事を受注した。キングズレーは，政治問題に

大きな関心を抱くようになっていた。リングの中で，すぐに若いキングズレーは，最も効率的に

資金を調達する人物として評判になり，首領マクラフリンに最も近い人物と，言われるようにな

った。マクラフリンにとって，彼は明らかに掘り出し物であった。 

 

さて，キングズレーの身長は 6 フィート（180cm）を越え，幅広い肩と分厚い胸の力強い体格

であり，街中では著しく人目を引いていた。彼はウエーブした暗赤色の髪と，きちんと手入れし

整えられた顎ひげで，顔つきはすべすべして正直そうに見えた。彼は人々をまっすぐに見詰める

など，明らかに首領のヒュー・マクラフリンより何枚も上手であった。通常は，キングス郡の民

主党を利用価値がないとみていたニューヨークの連中でさえ，彼を信頼に足る人物とみていた。 

 

キングズレーは，ツィード（図-5.1114）と同じくアイルランド人であったが，プロテスタント

であった。生まれながらの政治家でもあったが，演説は不得意で公職に対する強い固執もなく，

水面下で動くことを好んだ。マクラフリンのように地元のブルックリンで持てる以上の権力を望

                                                        
14  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Magear_%22Boss%22_Tweed_(1870).jpg （参照 2016-04-16） 
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図-5.11 ウィリアム・ツィード 

(1823～1878) 

むような素振りは見せなかった。彼らの間には，政治家の首領と

工事請負人の首領という，非常に良好で有益な協力関係があった。

しかし，キングズレーはマクラフリンとは違い，後世の人々が「上

昇志向」と呼ぶものを持っていた。彼には大きく伸びる将来性が

あった。 

 

マーフィーは，全く異なる類いの人物であった。彼は古き時代

のブルックリン人であり，上品で勉強家であった。長い間，街で

は最もハンサムな男性と思われていた。キングズレーとマクラフ

リンは大きな体格の男性であり，そのような理由もあり自らの社

会的な道を切り開いてきた一方で，マーフィーは小柄で控え目でがっしりして，髭はきれいに剃

り，白髪で鋭く知的な目をした上品そうな男性であった。マッキュー判事は，マーフィーのこと

を「用心深くて，頭の切れる人物」と見ていた。ブルックリンの歴史家であるヘンリー・スタイ

ルズは，彼のことを「たいへんまじめな態度で，少しばかり厳しすぎる」と記述している。彼は

誰からも尊敬されていたと思われ，それは理解しやすい。スタイルズによれば，おそらく，彼ほ

ど立法面での経歴で耐え難い試練をこれまで経験し，腐敗の痕跡がまったく認められないような

政治家はいないようである。ある時期，一部の彼の称賛者がよく話していたように，ヘンリー・

マーフィーはもう少しでアメリカ大統領になるところであった。 

 

彼の父で徹底したジェファーソン流民主主義者のジョン・マーフィーは，ブルックリンの裁判

官を務め，その時代では多少有名な人物であった。いろいろな面で十分に成功し，ヘンリーをコ

ロンビア大学に入学させた。彼はその大学を 1830 年に卒業し，その後数年間法律を学び，かなり

有名となった。この同じ時期に，若いジョン・ローブリングはペンシルバニア農場主になろうと

奮闘していた。ヘンリー・マーフィーは，ノース・アメリカン・レビュー誌やアトランティック・

マンスルー誌の原稿を執筆して，誌面を飾り，資質を高めていた。また，古くからのブルックリ

ン・アドボケート誌を編集し，ブルックリン青年文学協会の設立を支援した。1835 年にはジョン・

A・ロットという弁護士と共同経営で事務所を開き，その直後にジョン・ヴァンダービルトとい

うもう一人の弁護士が加わった。両方の年配者とも，すでにブルックリンでは有名な弁護士であ

った。ある経歴の概略によれば，当初から彼の事務所はブルックリン人々，特にブルックリンの

裕福で保守的な年配の資産保有者にとても気に入られ，すぐに広範囲に利益を上げる事務所とな

っていった。そのことも，川の傍にあるブルックリンで，民主党を躍進させる要因となった。 

 

1841 年，マーフィーはイーグル新聞を創刊し，後に，更に判りやすいように『ブルックリン・

イーグル＆キングス郡民主党』新聞と命名した。その翌年，彼は 31 歳で市長に選ばれて，彼の自

身の給料を減らすことから，市政を開始した。やがて彼はアメリカ連邦議会の議員を 2 期務め，

奴隷制度への反対表明を行い，海軍造船所でマッカルピンのドライドックを発展させることで，

有名になった。彼が政治家として活躍していた時代，彼は州議会議員も 6 期務めていた。なお，

連邦議会上院議員に 3 度，州知事にも 1 度立候補したが，いずれも落選した。その主たる理由は，

ウィリアム・ツイードの反対があったからである。 
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図-5.12 フランクリン・ピアース

(1804～1869) 

 

しかし彼が最も輝いていたのは，1852 年にボルチモアで開催された民主党全国大会であった。

その大会では，48 回に及ぶ投票の後で，膠着状態となった。その際，バージニア代表団が和解で

きるような候補として，ニューハンプシャー出身で古くからの党

員である，フランクリン・ピアース（図-5.1215）を推薦した。し

かし，ピアースに対するバージニア州の支持は，決して全員一致

していたわけではなかった。マーフィーがその対立候補であった

が，一票差で負けた。ピアースには軍歴があり，マーフィーには

無かったことが，どうやら決定要因となったようである。マーフ

ィー支持者達は，マーフィーがその代わりに立候補して指名され

て選出されれば，精彩の無いニューハンプシャー出身者の大統領

よりもうまくやれると考えていた（一例を挙げると，マーフィー

がビーチャーの地元の代表なので，奴隷制度廃止論者を軽視した

との考えは疑わしい）。 

 

それから 5 年後，マーフィーがオランダのハーグのアメリカ公使として，ブキャナン16から指名

されて出国するや否や，首領マクラフリンが即座に行動に移り，ブルックリンを完全に支配し，

同時期にツィードがニューヨークを支配していた。「そのことは，より良い方向への変化ではなか

った」と，ずっと後になって，マーフィーが亡くなってから，イーグル新聞は「演説の器用さが，

投票行動を操作する器用さに取って代わられた。議論の巧みさが，1 件の論点を相手に対して 2

倍にする巧みさに，道を譲った。私達の政治的な手法の退廃は，その時から始まった。・・・｣と

いう回想記事を掲載している。 

 

1861 年，マーフィーはリンカーン17にハーグから呼び戻され，そのうえ，別の問題にも対処す

るために帰国した。法律事務所に雇っていた男性が会社の金を浪費して，その請求への支払いが

不可能となり事務所を去った。マーフィーは帰国したら引退するつもりであったが，自分の貯蓄

を切り崩して事務所の債務を完済し，資産をほぼ無くしてしまった。その結果，彼は再び弁護士

業務に戻るだけでなく，いろいろな地方事業の計画，例えばコニーアイランドの開発等にかかわ

るようになった。このような活動は，これまで彼がやってこなかった事であった。 

 

これ以降，ヘンリー・マーフィーに対して，ある種の失望感が出てきたようであると，一般に

言われている。その時点で，州都オールバニーが彼の政治的影響が及ぶ唯一の場所となってしま

い，彼の文学的な風情と欠点のない態度も加わり，むしろ孤立して周りと調和しない人物となっ

ていったようである。しかし，それでもなお彼には，大きな影響力があり，ブルックリンにとっ

て大変価値のある人材であった。 

 

                                                        
15  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mathew_Brady_-_Franklin_Pierce_-_alternate_crop.jpg  

第 14 代アメリカ合衆国大統領（参照日 2016-02-25） 
16  ブキャナン（1791～1868）は，第 15 代アメリカ合衆国大統領。 
17  リンカーン（1809～1865）は，第 16 代アメリカ合衆国大統領。 
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彼は個人的な面で，自分の家族，本の執筆，ブルックリンの歴史に関する学問的興味などに，

ますます目を向けるようになった。彼はその当時，1679 年にニューネーデルラント18への旅行中

の 2 人のオランダ人が書いた紀行本の翻訳を終えたところであった。その本は，彼がアムステル

ダムの書店で見つけたものであった19。この本は，彼の 3 作目の訳本であり，彼とキンズレー，マ

ッキューが，歴史的な話し合いをした書斎には，その当時，全米中で初期のアメリカ古刊本の 2

～3 冊の最上級の所蔵品と評価される本が保管されていた。当時のブルックリンのある評論家は

「マーフィー氏は政治家としてだけ失敗しただけで，それ以外の人生は全て大成功であった」と

語っている。 

 

キングズレーとマーフィーは，才能，気質，年齢，経歴，体格などあらゆる面で，まったく違

い正反対で補完し合う関係であり，彼らは共に絶妙に行動した。 

 

マーフィーは橋梁計画に専念した。法人組織化の定款を起草し，ものすごい行動力で，その定

款をより確実にすべく，彼の友人，著名で立派な友人達の賛同を得た。彼が集めた 38 人の取締役

には，両市の市長，マッキューのような体裁の良いブルックリン民主党員，イーグル新聞の社主

であるアイザック・バン・アンデン，そして，共和党員や年配のブルックリン在住者であるシメ

オン・チッテンデン，J・.カーソン・ブレボート，ヘンリー・E・ピエールポント（ヒゼキア・ピ

エールポントの息子）等が含まれていた。また，あらゆる機会でその橋梁について興味を引くよ

うに話をして，ジュリアス・アダムスが設計した橋梁の額に入れた複写絵を携えてアルバニーに

出向き，仲間の議員達の間を回った。決して予想外のことではなかったが，イーグル新聞は，彼

を全面的に支持した。編集者のトーマス・キンセラは「イースト川の架橋には，あらゆるブルッ

クリンの人々，居住者や資本家が，関心を持っている」と書いている。 

 

その議案は 1867 年 1 月 25 日に提出され，4 月 16 日に通過した。その事業計画を担当する組織

については，マーフィーやキングズレー，あるいは技術者の名前さえも，記載されていなかった。 

 

ニューヨーク橋梁会社は民間会社とし，橋梁とその取付道路に必要となるあらゆる不動産を取

得し，通行料を定める権利があることになっていた。その法律では，資本金を 500 万ドル（現在

の貨幣価値で 500 億円程度）とし，増資をする権限を定め，ブルックリンとニューヨークの各々

の市に対して，それに必要となる株式の購入を各市議会で決定できる権限を与えた。株の評価額

は 1 株あたり 100 ドル（現在の貨幣価値で 100 万円程度）であった。会社は一年ごとに選ばれる

社長によって運営されることになっていた。やがて，ヘンリー・マーフィーが起草したこの法律

は，泥棒の許可証より多少良い程度と見られるようになるが，その段階では，なぜか誰もそのよ

                                                        
18  ニューネーデルラントは，17 世紀に北アメリカの東海岸に，オランダが建設した植民地。 
19  1867 年の翻訳本は，次のような題名で出版された。「1679～80 年のニューヨークへの航海とアメリカ植民地数

カ所への旅行」。著者は，オランダのフリースランド州ウィウェルト出身のジャスパー・ダンカーとピーター・

スライター。マーフィーの翻訳には他に次のようなものがある。「詳細ニューネーデルランド」（アン・ファン・

デル・ドンク著，ドイツ，1849 年），および「オランダからアメリカへの航海」（D・P・デヴィレス著，オラ

ンダ，1853 年）。また，彼は「オランダのヘンリー・ハドソン，1859 年」および「ベラツァーノの航海，1875
年」も執筆している。その本の中で彼は，大陸発見のベラツァーノの主張には根拠がなかった，という間違っ

た見解を述べている。 
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うには，考えなかったようである。 

 

キングズレーは，私的資金を準備し，技術者を見つけることになっていた。おそらく，彼は当

初，ジュリアス・アダムスといっしょに進める意向だったのかもしれない。なぜなら，彼がそれ

をアダムスに信じさせようとしていたからである。しかし，それは疑わしい。アダムスは悪い選

択肢だったかもしれず，マーフィーはその考えを全く受け入れなかったことが知られている。ア

ダムスの評判が，素晴らしいわけでもなく，それほど重要性のある橋梁を建設したわけでもなか

った。実際，アダムスが最初にその状況に入っている理由さえ疑問であり，それ以後のワシント

ン・ローブリングによる私的筆記帳の数件の説明にも書かれていない。なお，その筆記帳には，

橋梁に関するたいへん多くの事柄，公式記録や古い歴史書にも表れていない事柄が記述されてい

る。 

 

若いローブリングによれば，アダムスは，まったく頼りにならない人物であった。彼の役割は，

橋梁を設計するのではなく，むしろ橋梁に関してできる限り低い見積額をでっちあげることであ

った。本当の技術者のやり方は，真剣にその仕事をしたいと思えば，ぎりぎりまでコストを削減

する必要があり，そうすることによって，事業の推進者と話し合いとなり，より興味をそそる価

格を示すことができるのである。どのような真剣な計画でさえ策定される前には，初めに多少の

事務的な偽装の策略をすることが肝要である。ワシントン・ローブリングは「アダムスは 200 万

ドルの見積もりで実力以上の成果を出した」と書いている。結果的に，ジョン・A・ローブリン

グは，自らの見積額を 100 万ドル以上削減せざるを得なかった。そして，どのような策略が進行

し，アダムスの金額が非常識なものであった理由を完全に認識した。 

 

続いて，キングズレーとマーフィーは，オールバニー州議会の議案で提案する 500 万ドルに合

せるために，彼ら自身の報酬を更に削減した。 

 

 

 

1867 年 5 月，議案が可決された 1 ヵ月後，ニューヨーク橋梁会社の会議がブルックリン郡庁舎

の連邦最高裁判所の会議室で開催された。取締役の 1 人の死去に伴う欠員を埋めるために，ヘン

リー・マーフィーが指名された。3 日後の会議でヘンリー・マーフィーが社長に選出され，その

一週間後にジョン・A・ローブリングが技師長に指名された。この技師長の立場は，ローブリン

グが望んでいた橋梁に関する一切を設計する権限を有するものであった。ローブリングが選ばれ

たのは，特定の計画というよりむしろ，その時点で具体的な計画を持っていなかったからである。

キングズレーが後に述べたところでは，まさしく事業の種類として，抜きん出た名声のある人物

を必要としていたからであった。設立初期にあったこの事業にとって，ローブリングという名前

が非常に貴重であったと，キングズレーは説明している。技術者としての完全性に関して，わず

かの不信や疑念もなかった。 

 

技師長の選定理由について，公式の会社記録には「市民の立場および市民の金を投資する事業
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の信頼性の観点から，これまでに大成功した事例を達成したことがあり，この大事業を完遂する

ために最もふさわしい技術者を雇用することが，最も確実である。彼以外の技術者は考えられな

かった」と記載されている。 

 

ローブリングの俸給は，年間 8 千ドル（現在の貨幣価値で 8 千万円程度）とすることになって

いたが，橋梁事業が実際に開始されるまでの彼の働きは，全くの投機となってしまった。 

 

1867 年の春から，状況は急速に進んでいった。ローブリングは，すみやかに調査を実施して計

画を提出するように指示を受けた。また，新会社の執行役員でも職員でもないキングズレーが，

あらゆる必要経費を個人的に負担していることを，ローブリングは，結果的に認識するようにな

った。なお，このことに関して書面に残されたものは何もない。ローブリングはボーリング調査

を実施し，2 ヶ月という期間内に，自らの当初計画をすべて廃棄し，新しい計画を携えてブルッ

クリンに戻ってきた。橋梁会社内に新しく設立された取締役会の最初の会議で，計画・調査委員

会が，事業の即時の着工を勧告した。 

 

それは 10 月であった。だが，第 2 回会議が開催されるまでに 1 年以上が経過した。また，注目

すべき進歩，ほとんどの準備工事さえも，全くなかった。1868 年，ブルックリンでは 3 千軒にの

ぼる新しい建物－教会，店舗，銀行，多くの工場，アイススケートリンク，完成とほぼ同時に売

り切れる質素な表面の煉瓦と褐色砂岩造りの住宅など－が建てられた。しかし，言葉ではなく，

状況から判断すると，巨大な橋梁は外から見る限り，ただの想像上の巨大なる空想にすぎず，多

くの政治家の話以外，何もなかった。ニューヨーク橋梁会社に関して，ほとんどの人々に話題と

なることは，書類上の名前以上のものは何もなかった。トレントンの有名な技術者は，どこにも

見当たらなかった。 

 

しかし，その遅延は，キングズレーやマーフィー，ましてやローブリングの手抜きや怠慢のせ

いではなかった。問題はニューヨーク市側にあった。その世紀の初頭，トーマス・ポープの「虹

橋」が，ブルックリンでの会話で人気のある話題となっていた頃，橋梁を架けるために必要とな

る唯一の事項が，世論の集約であると言われていた。かくして，今がその時期であった。今やこ

とのほか，架橋がまさしくブルックリンの夢以上のものとなり，もはや，架橋がブルックリンの

単なる一事業とは，全く考えられない状況となって来ていた。 

 

そのような状況で，橋梁建設がやっと始まったのは 1869 年であった。それは，架橋計画の裏工

作が完了してから，まる 2 年後の 1869 年の夏の終わりであった。もちろん，その時点でジョン・

A・ローブリングは亡くなっていた。そして，その時に初めて，ウィリアム・ツイードがブルッ

クリンの橋梁の背後で動く主要な人物の 1 人として，公然と表に出てきた。 

 

 

 


