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図-8.1 トマス・コクラン卿 

（1775～1860） 
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これらの大きな石積みの質量を支持する基礎は， 

変形しないようにする必要がある。 

ジョン・A・ローブリング 

 

ケーソンがどのように機能するかを， も簡単に説明するには，巨大な潜水鐘1に例えることで

あった。ローブリングとそのアシスタント達は「ケーソンは，木と鉄で造られ，巨大な箱の形（函

体）をしており，天井は重たく，側面は強く，底はない」と

説明すればよいと理解していた。その中に圧縮空気を充填し

て，その屋根に石を積み上げて河底に沈める。圧縮空気が外

に漏れないようにして，水や泥の流れ込もうとする圧力に抵

抗させておき，作業員がその中に入って河底を掘削できるよ

うにする。作業の進捗に応じて石積を追加すると，函体は，

ゆっくりと確実にさらに深く沈んで行き，堅固な基盤に届く。

その時点で掘削を中止して，函体内部にコンクリートを充填

して固めると，それが橋梁の主塔の基礎となる。 

 

実際，理屈はとても単純であった。さらに，それが一世代

以上前からヨーロッパでうまく利用されていた。 初はフラ

ンスで施工され，そこで「密閉容器」を意味する「ケーソン」

という用語が生まれ，その後イギリスやドイツで施工された。作業員が圧縮空気を満たした密封

容器への出入りを可能にするエアロックは，早くも 1831 年，トマス・コクラン卿2（図-8.1）と

いう話題となった英国の海軍将官によって考案された。1851 年，ニューマチックケーソンが，初

めてイングランドのロチェスターで，メドウェイ川埠頭の橋梁基礎で使われた。その 7 年後，か

のブルネルは，ケーソンを 70 フィート（21m）以上の深さまで沈設した。これは，コーンウォー

ルのサルタッシュでテイマー川を渡るロイヤル・アルバート橋（図-8.23）というブルネルの 後

の作品で 大となる鉄道橋の橋脚に適用したものである。 

 

しかし，ローブリングが，ブルックリン側のイースト川の河床に沈めようとしていたケーソン

は，ヨーロッパでのあらゆる事例や合衆国での少数の事例に比べて，はるかに大規模であった。

また，ニューヨーク側の主塔のケーソンは，ブルネルが施工したより更に 30～40 フィート（9～

12m）深く沈める必要があると考えられていた。 
                                                        
1 潜水鐘（Diving bell）とは，かつて使われた潜水装置の一種。本体は金属製で鐘型（すなわち底が開いている）

の構造物で，船舶などから水中に吊り下ろされる。18 世紀には原型が完成し 19 世紀には盛んに使用された。 
2 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Cochrane,_10th_Earl_of_Dundonald.jpg 参照日 2016-03-26 

トマス・アレクサンダー・コクランは，イギリス海軍の提督で，急進派の政治家であり，ナポレオン戦争で活

躍した艦長の一人である。一旦イギリス海軍から退いた後，チリやペルー，ブラジル，ギリシャの独立戦争に

おいて，反乱側の海軍に身を投じた。1818 年，技師マーク・イザムバード・ブルネルと共同でトンネル掘削シ

ールドの特許権をとった。そして，ブルネルと彼の息子は 1825～1843 年に行ったテムズトンネルの建設におい

てその工法を使用した。 
3  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Albert_Bridge_2009.jpg 参照日 2016-03-26 
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図-8.2 ロイヤル・アルバート橋（1859 年開通） 

鉄道橋，橋長 666.8m，最大支間長 138.7m，桁下高 30m 

図-8.3 ブルックリン側ケーソンの構造 
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ローブリング達が設計したケーソン（図-8.34）は，1869 年の秋の終わりからウェッブ＆ベル社

の造船所で，徐々に形になり始めていた。ケーソンは，砦のように造られ，船のように進水させ

ることになっていた。巨大な長方形の函体は，長さ 168 フィート（51.2m），幅 102 フィート（31.1m）

であった。内空高は，9.5 フィート（2.9ｍ），頭上に堅固な木製の 5 フィート（1.5m）厚の天盤が

                                                        
4  Rensselaer Polytechnic Institute Archives 
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図-8.4 ケーソン製作状況（Sketched by Stanley Fox.） 

あり，函体の全高は 14.5 フィート（4.4m）であった。面積的には，一街区の広さの半分以上あり，

例えば，新しい聖パトリックの大聖堂の広さの半分以上の広さがあった。函体の側壁はＶ字形状

で，天盤との接合部で 9 フィート（2.7m）の厚みがあり，ちょうど 8 インチ（20cm）の底部の切

刃（cutting edge）に向かって先細りとなっていた。V 型の内側の傾斜は，およそ 45 度の角度であ

り，先端の全体的な切刃すなわち「沓（shoe）」と呼ばれる部分には，重い鉄製鋳造物が取り付け

られていた。また，内外面とも 3 フィート（90cm）上側まで，ボイラー板で全体的にぐるりと覆

われていた。その鋳造物の上には，2 フィート（60cm）角の重いオーク材の土台が載せられてい

た。 

巨大な質量を堅く一体化するために，打込みボルト・ネジボルト・木ネジボルトが用いられた。

V 型の側壁は，多量の山形鉄材で天盤部に固定された。コーナー部での木材の段積みは，互いに

半割にして一体化された。天盤自体は、棒状に加工した北米産の松材を 5 段に堅固に積み重ねて

造られている。木材は 1 フィート角（30cm 角）で，並べて敷き詰められ，横方向と鉛直方向の両

方にボルト締めされた。 

 

函体を気密にするために，継ぎ目には 6 インチ（15cm）の深さまで，内外に槙肌5（まいはだ）

が詰められた。また，天盤木材の 4 段目と 5 段目の間には，構造体の上面全体と 4 側壁全体の下

側まで延長して，ブリキ製の巨大な板が張り付けられた。外側のブリキ板はさらに松材被覆で保

護（図-8.46）され，その松材の間の隙間には熱い松脂が充填された。 

 

ローブリングは，40～50 ポンド（2.7～3.4 気圧：ケーソン作業室内で必要となる気圧と同程度）

の圧力が作用した状況では，空気が普通の木を容易に透過することを知っていたので，12×12

（30cm×30cm）の角材が水に浮かないほど樹脂の多いジョージア産とフロリダ産の松材を選んだ。

そして念のために， 後には内側全体を，特別に調合した気密性の高いニスを塗る予定であった。 

 

ケーソンを進水させた後に，天盤上に木材を更に 10 段積み重ねることで，厚さ 15 フィート

                                                        
5  ヒノキやコウヤマキの甘皮を砕いて繊維としたもの。舟や桶などの水漏れを防ぐために，材の合わせ目や継ぎ

目に詰め込む。 
6  http://fineartamerica.com/featured/7-brooklyn-bridge-1870-granger.html （参照日 2016-03-29） 
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図-8.6 ウォーターシャフト下端部 

土砂の排出作業の様子 

図-8.5 エアロックの内部 

（4.6m）の堅個な木製の基盤を構築する。その基盤は，主塔に作用する荷重を支えて分散させる

巨大な木製梁のような挙動をすることになる。 

 

ウェッブ＆ベル社で，むき出しで不格好に見える構造物の上での作業が進むにつれて，2 基の

エアロックと 2 基の供給シャフト，2 基のウォーターシャフトが，木製の天盤に組み込まれてい

った。 

 

エアロック（図-8.57）は，半インチ（13mm）厚のボイラー板で製作されていた。それらは，

円筒の形状で，高さ 7 フィート（2.1m），直径 6.5 フィート（2m）で，12 人程の作業員が入るの

に十分な大きさであった。作業員が上側から，マンホール蓋程度の寸法の鉄製扉を通って，中へ

入る構造となっていた。扉を閉め，中に配置されている係員が足元の弁を開けると，ロックの下

側の作業室から圧縮空気が流れ込んでくる。ロック

の壁に設置された圧力計が，下側の圧力と同じにな

ったら，すぐに床にある別の扉を開けて，作業員が

順々に直径 3.5 フィート（1.05m）の鉄のシャフトを

通っている梯子を下りて，ケーソン本体に入ってゆ

く。 

 

ケーソンから出る時は，逆の順序となる。作業員

は，シャフトを登ってエアロックに入り，床の扉を

しっかり締める。そして別のバルブを開いて，ロッ

クから圧縮空気を抜く。ロック内の圧力が，通常の

気圧すなわち 1 平方インチあたり 14.7 ポンド（1 気

圧）に減少してから，作業員は，上側の扉を開けて

抜け出す。この方法では，一組の作業員の入出時毎

のケーソンからの圧縮空気の損失量は，ロックの体

積分を上回ることはなかった。 

 

ウォーターシャフトは非常に単純であるが，独創

的な方法であった。これによって，作業室内で掘削

された泥や岩は，圧縮空気を全く損失することなく

外に引き揚げることができ，エアロックを通過させ

るための時間も不要であった。 

 

ウォーターシャフト（図-8.68）は，7 フィート

（2.1m）角で上下とも開いており，対の井戸のよう

に，ケーソンの天盤を通って作業室に向かって真っ

                                                        
7  Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, Oct. 15, 1870 
8  Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, Oct. 15, 1870 
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すぐに降りてゆき，ケーソンの先端より約 2 フィート（0.6m）深くまで延ばしてあった。これら

のシャフトも，ボイラー板で造られていた。そして，ケーソン内での作業が始まると，シャフト

内は，作業室の圧縮空気を閉じ込めるために必要な高さまで水で満たされる。 

 

シャフトの下端部，シャフトがケーソン自体よりも深く延びた 2 ヶ所では，河底を掘削して露

出した大きな穴（以下，ピットと表記）とし，そこも水で満たされた。これらが，シャフトの排

出口となる。そして，シャフト内の水柱は，作業室内の気圧によって，静止した（作業場所にあ

ふれ出ないようにした）状態に保持される。 

 

当時のある雑誌が，読者のために明らかにしているように，実質的にウォーターシャフトは，

ケーソン内部の空気圧を測る巨大な気圧計であった。シャフト自体は，内部を水銀の代わりに水

で満たし，下部の貯留部を水溜めとした気圧計の管であった。通常の気圧（水頭差に抵抗できる

気圧）を上回るケーソン内部の気圧は，シャフト内の水を 2 フィート（0.6ｍ）以上の押し上げる

大きさであった。 

 

作業員は掘削した材料を排除するため，シャベルですくってシャフトの基部にあるピットすな

わち水溜めに投入する。その場所では，上側から落下させたクラムシェルの浚渫用バケットを用

いて，シャフトの水の中を通って直接に引き揚げ，排出することになっていた。理論的には，バ

ケットは，作業員が排土を投入する速度と同程度で，機能するはずであった。シャフト内の水が

適切な高さに保持される限り，それは適切で効率的な方式であった。だが 1 箇所のシャフトの水

の体積が多くなりすぎると，つまりシャフト内の水を支えている作業室の気圧に対して重くなり

すぎると，ピット内の水が作業区域に溢れ出すことになる。あるいは何らかの理由で，その場所

の水の体積が減少し，作業室の圧力に抵抗するだけの水の重さが不足した場合には，下側からの

空気の著しい放出，すなわちブローアウトが発生することになる。 

 

供給シャフトは直径が僅か 21 インチ（53cm）であり，ローブリングは，掘削が終了した時点

で，単にそのシャフトを利用して，ケーソンの内部へ必要なセメントや砂，砂利を運ぶつもりで

あった。 

 

ジョン・ローブリングの考えでは，掘削作業の障害となる区切りや支持材を無くして，ケーソ

ン内部をひとつの大きな開放空間としていた。だが，息子ワシントン・ローブリングは，いくつ

かの理由で，その考えを断念する必要があった。第一に，ケーソンを船のように進水させる必要

があるが，この場合に限り，船体の上下を逆転して建造しているので，進水台と天盤の間に何ら

かの支持材を設置する必要があった。また，ワシントン・ローブリングは，ケーソンを川床に沈

める途中で，その切刃が巨石に当たることを想定し，それが発生した時，ケーソンの全重量が，

それら数箇所だけに載ってしまうことを避けたかった。しかし，彼が多数の枠組で作業室を分割

したのは，イースト川特有の自然地形が主要因であった。 

 

イースト川は，ニューヨークのアッパー湾とロングアイランド湾を連結しており，マンハッタ
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ン島の先端と，ロングアイランド湾にそそぐヘルゲートの 2 ヶ所に合流部がある。これら場所で

は毎日異なった時刻に，2 種類の異なる潮流が発生し，その流れは普通の河川の流れとは全く違

っている。水の流れは，河床の急激な深さ変動と，深さ 50 フィート（15m）ほどの巨大なくぼみ

による乱流や渦巻で一杯である。海峡部の内外で激しく変動する潮流によって，その流れは速く

て，荒れ狂い，対処がとても危険なものとなっている。順風な時でさえ，当時の大型帆船が，イ

ースト川の流れの早い潮流に向かって，全く前進できなくなり，湾内のあちらこちらに頻繁に停

船し，小型艦隊のように潮流が変わるのを待っていた。 

 

ローブリングは「 大の干満差は，7 フィート半（2.3m）である。圧縮空気を充満したケーソ

ンが，満潮時に，かろうじて河床に接触している場合，干潮になると 4 千トンの力がケーソン基

部に作用し，それら全てに対して沓と函体の強度で抵抗する必要がある」と説明している。ケー

ソンが数百トンの石造の主塔の下に永久的に据えつけられるまで，これらの強大で，潜在的な破

壊力を持つ上下動は止まることがない。 

 

だから彼は，ウェッブ＆ベル社で，松材の柱と縦桁で重厚なトラス構造を組み込み，両側を 3

インチ（7.6cm）の板張りで被覆して，6 フィート（1.8m）毎に天盤に対して側面筋かいを取り付

けた。これら内側の隔壁をケーソンの幅方向に 5 列通して，内部を 6 組の別々の作業室 28×102

フィート（8.5m×31m）に分割した。ケーソンが水中に入って河床に静止した時点で，作業員が

作業室から別の作業室に往来できるように，隔壁に出入口を開口した。 

 

巨大な木製の函体は，そのような方法で製作されていたので，イースト川の造船所では，これ

まで見かけたことのない建造物であった。進水台は，7 基（外側端部 1 基ずつ，その中間位置に 5

基）が必要であった。構造物の総重量は，進水の準備ができた時点で 6 百万ポンドすなわち 3 千

トンとなった。これは，例えばイースト川の造船所で製造されたチャレンジャー号という強大な

クリッパー船（複数のマストを持つ大型の高速帆船）より，1 千トン以上重かった。ケーソンは，

約 11 万立方フィートの木材と，230 トンの鉄材で造られ，大型船の一般的な方法で長辺を進水方

向に向けて，建造が進められていた。当座は，それは進水台の先端から 50 フィート（15.2m）後

ろで建造されていた。造船の経験者であれば誰でも知っていたように，そのような大規模な質量

を進水させる際の大きな危険性は，片方の端部が他方より早く進んでしまうこと，あるいは，巨

大な構造物全体が途中で密着して止まってしまう事態であった。もちろん，ケーソンが，進水台

から十分に勢いをつけて滑り出し，水から受ける非常に大きな抵抗力を上回るようにすることも

必要であった。だから，まさに建造物を進水させることは，工学的な主要課題であった。実際，

ローブリングは「私にとって，ケーソンの進水と船喰い虫に対する防護の問題のほうが，ケーソ

ン沈降の見通しよりも，心配の種であった」と後に述べている。 

 

 

 

当然のことだが，多くの部外者には，建設に伴う疑問や進捗状況について，とても関心があっ

た。毎日，初雪が降った後でさえ，工事状況を一目見るために，人々はノーブル通りの突き当り
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図-8.7 ジェイムス・B・イーズ

（1820～1887） 

にある造船所にやってきた。多くの技術者だけでなく，新聞記

者やツィードの関係者もニューヨークからやって来た。この技

術者達のなかでも無視できない人物が，セントルイスからやっ

てきたキャプテン・イーズ（ジェームズ・B・イーズ，図-8.79）

であり，この当時，ミシシッピ川でケーソンを沈降させており，

たまたま何かの用事でニューヨークに来ていた。 

 

そして，ウェッブ＆ベル社の人々は，そのような複雑な課題，

すなわちこの仕事が，彼らのそれまで製造経験のあるものと大

きく異なっている点を懸念し，100,274.51 ドルの前払いを強く

主張していた。 

 

ケーソンはいったん進水させて，川下に曳行する計画であった。ケーソンが，荒れた流れの中

でどの程度航海に耐えられるかという，別の未解決の問題があった。ジェームズ・B・イーズはケ

ーソンを詳細に見て回った後で，彼が懸念する難点をローブリングに告げ，下流へ曳航する間に

ケーソンに圧縮空気を充填すると転覆する恐れがあると述べた。それについては，ローブリング

も，まさに同感であった。 

 

しかし一方，架橋地点の河岸では，ケーソンが設置される箇所を空ける必要があり，巨大な構

造物がきちんと浮かぶように，その河床を十分深く，浚渫する必要があった。1870 年 1 月 3 日月

曜日，設置個所の撤去が開始された。その冬はとても穏やかな気候であったので，そこでの作業

は，造船所での作業のように思ったより早く進んだ。他の冬では，それほど多くの作業を行うこ

とは不可能だったに違いない。 

 

現場の撤去作業には，およそ 1 ヵ月を要した。フルトンフェリーを利用する毎日の通勤者に対

して，全ての作業が興味深い状況を見せつけ，橋梁が実際に建設中であるという 初の現実的な

印象を与えることとなった。大きなフェリー埠頭の半分を解体する必要があり，防舷材の被覆を

引き剥がしや，大量の石が詰められた井桁式基礎の撤去など，全ての作業を，フェリーの運航を

混乱させずに行う必要があった。古い杭を引き抜くために，「オックス（Ox）」と呼ばれる巨大な

蒸気クレーンが艀の上に持ち込まれた。それらの設備が次々と持ち込まれるたびに，イースト川

は，それらの設備に驚くような多くの被害を発生させた。各々の設備は，低水位線と川底の泥線10

の間の領域で，何千匹もの船喰い虫11に荒らされる被害を受けた。ローブリングは「泥の下側にあ

る 16 インチ（41cm）の杭は，とても健全で虫にも喰われていない。泥よりすぐ上側は，3 インチ

（7.6cm）の細い幹となるまで侵食されているのが見つかった。全ての木杭が同様な影響を受けて

いた」と記録している。そして，皆が誤解しないように「これは，我々の木材基礎を河床の天端

                                                        
9  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Buchanan_Eads_-_Brady-Handy.jpg （参照 2016-06-02） 
10  泥線（でいせん）：海域の堆積物が泥になる， も水深の浅い所を連ねた線。その深さは波浪・潮流などによ

って異なる。内湾で浅く，外洋で深い。 
11  フナクイムシ科に属する二枚貝類の総称。ムシとついているが，実際は貝の仲間である。その生態は独特で，

海中の木材を食べて穴を空けてしまう。木材の穴を空けた部分には，薄い石灰質の膜を張りつけ巣穴にする。 
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より下に施工する必要性を示したもので，その位置における全体の安全性も立証している」と付

け加えている。 

 

古い係留設備をいったん撤去し，ケーソンを囲む形で，大規模な係留地を造ることになってい

た。この係留地は，河に向かって開いているが，残りの 3 面は新しい杭で周囲を囲む計画であっ

た。この範囲内で，川床は満潮時で 18 フィート（5.5m）の均一な深さ，すなわち，全ての潮流の

状態で，ケーソンが浮かぶだけの十分な深さとなるように浚渫する計画であった。浚渫作業は，

当初の表面の泥だけを相手にしている間は著しく進んだが，やがて固くて湿気のない転石に遭遇

した。「この材料の特性は堅固な岩に近かった」とローブリングは書いている。浚渫では，表面に

ほんの僅かな窪みをつけられるだけであった。必然的に火薬に頼ることになった。爆破作業は，

夜間の午後 7 時頃から夜明けまでの間で開始された。この時間帯は，河川上の交通量が少なくな

り，フェリーで移動する人がほとんどいなくなる時間帯であった。爆破穴は，鋼製頭部の鉄杭を

川底まで打ち込んで設置した。続いて，爆破用の火薬を鉄製缶に詰め，専門の潜水夫が穴に挿入

した。ダイバーが退避し，杭打ち機を安全な距離へ後退させた時点で，電気による点火で爆破が

行われた。 

 

3 台の杭打ち機を稼働させ，作業員に対して適正な要領で作業ができるように若干の訓練を行

い，10 時間交代でおよそ 35 回の爆破を行った。日中には，浚渫機が夜間作業で爆破した土砂を

撤去した。 

 

浚渫時に出てきた多数の転石は，浚渫機で引き上げるには大き過ぎて，引きずって撤去する必

要があり，ダイバーが水中で援助を行った。全作業は，一般的な浚渫の 6 倍程の費用となったが，

それでもたいへん効果的であった。また，その作業によって，ケーソンを貫入する地盤に関する

貴重な情報が得られた。例えば，新しい杭の近くでは，杭打ち機の 12 回の打撃で鉄杭を柔らかい

粘土層に 40 フィート（12m）沈めることができる一方で，中央部分では 3 フィート（0.9m）沈め

るのに 100 回の打撃が必要であった。フェリー発着場の方に向かって，粘土層は，あらゆる寸法

の転石の間に粗い砂が混じって密に締まった地層（玉石混じり砂礫層）に変化していた。ケーソ

ン設置位置の締め切りがない側，すなわち河川側では，全ての軟弱層が洗掘され，硬盤層だけが

残っていた。 

 

やがてローブリングは，浚渫作業をケーソンの端部と内側の隔壁の線に沿って集中的に行うよ

うに決断した。中間の部分は，ケーソンの中で後から取り除くことができると説明した。また，

ウォーターシャフトを設置するために，余分に深くする 2 ヶ所の穴は爆破により掘削した。 

 

その時点で，工事はゆっくりと進んでいた。爆破と浚渫は，川床についての貴重な知識を提供

した。一方，その知識自体は，彼らが請け負っている工事の困難さを厳しく痛感させるものであ

った。かなり大規模な鉄道駅と同程度の大きな木製函体を，そのような地層の中を，水中で真直

ぐに沈め，いつでも函体を完全な水平状態に保ちながら，おそらく 50 フィート（15m）降下させ

て， 終的に当初に想定した正確な位置に静止させることは，実際に非常に難しい作業であった。
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それに加えて，1 月末頃になると，イーズ橋のケーソン内で働いている作業員の間で発生してい

る奇妙な疾患の報告が，セントルイスから聞こえ始めた。 

 

 

 

ジェームス・ブキャナン・イーズは，アメリカにおける本物の天才で，19 世紀を代表する人物

の一人である。彼は，細身で堅苦しく，とても頑固で多くの人から嫌われていた。彼は，ミシシ

ッピで波乱に富んだ人生を送っていた。彼は，儲かる水中でのサルベージ12事業を行い，ガラス製

造における財政破綻を経験し，南北戦争中の装甲小型砲艦の艦隊建造などに関係していた。イー

ズが関係した船は，モニター号やメリマック号より前に建造され，遅くてずんぐりした不格好な

軍艦であった。北軍がミシシッピ川で南軍に勝利した際，「タートル（亀）」とあだ名がついた彼

の軍艦は，チャールス・エレットの蒸気ラム式艦隊と並んで重要な役割を果たした。イーズは，

自分自身で船を設計したことはなく，エレットが彼のラム式艦隊で行ったように，自分が関与し

た艦隊で戦争に参加したこともなかった。だが彼はあらゆることの事業化を行っていた。それは，

ミネソタやミシガンでの木材の伐採事業や，セントルイスとルイスビルでのアーマー鋼の製造で

あり，昼夜体制で働く 4 千人の労働者を雇用し，彼自身の資金から多くの事業に融資をしていた。

ワシントン・ローブリングが，リトル・ラウンド・トップで殊勲を立てていた頃，イーズの砲艦

はビクスバーグの包囲攻撃に成功してグラント将軍を援助していた。 

 

1870 年初頭，イーズは 50 歳になろうとしていた。彼は，一度に 2～3 人を相手にチェスを指す

のが好きな類の人物であった。そして，鍛冶屋仲間との 近の重量挙げ競技では，2 番になって

いた。 

 

イーズがサルベージ事業を営んでいる数年間，ミシシッピ川のあちこちで潜水鐘を利用した仕

事を行っており，河川の危険な流れや川底に特性について，当時の誰よりも熟知しているといわ

れていた。このことは，彼がミシシッピ川を渡る橋梁に対する大胆な提案を，セントルイスやニ

ューヨークの財政面での後援者に提示したとき，重大な要素となっていた。だが，結局のところ

も大きかったことは，いろいろな事業を成し遂げてきた男としての，あふれるような自信と彼

の評判であった。国内の一流の技術者達と仕事をしてきた人々に対して，彼が技術者として正式

な教育を受けておらず，これまでに橋梁を一度も建設したことがないという周知の事実にもかか

わらず，セントルイスのミシシッピ川に橋梁を架けられる唯一の男がジェームズ・B・イーズであ

ること，彼が架けようとする橋梁がその唯一の答えであることを，うまく説得した。チャールズ・

エレットとジョン・A・ローブリングの 2 人は，1850 年代にセントルイスの吊橋計画を立案した

ことがあった。その後，ローブリングは亡くなる前年にも，まったく新しい橋梁計画，吊ケーブ

ルと放物線状アーチを組み合わせた橋梁計画を作成していた。だが，エレットやローブリングの

案は却下されていた（セントルイスの人々は馬鹿者であると，ジョン・ローブリングは息子宛て

に書いている）。その当時，イーズとその橋梁は，セントルイスで話題となっていた。 

                                                        
12 サルベージとは，遭難した船の人命・船体・積み荷などを救助することで，海難救助，あるいは，沈没船の引

き揚げ作業のことを指す。 
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図-8.8 イーズ橋全景（2009 年撮影） 

橋長 1,964m，最大支間長 158m，幅員 14m，桁下高 27m 

図-8.9 イーズ橋の架設状況（1874 年） 

 

その橋梁には，蒸気船の通行を妨げ

ずに，河川の上に鉄道と道路を通すと

いう大きな必要条件があった。セント

ルイスのミシシッピ川は，イースト川

とほぼ同じ川幅である。その当時の渡

河鉄道橋で一般的に適用されていた

重厚な鉄製トラスや，吊橋の代替とし

て，石製の橋脚上に鉄製アーチを設置

する巨大なアーチ橋（図-8.813）を，

イーズは考案した。彼の計画では，3

連の鋼アーチで河川を渡る計画であ

り，その中で も長い中央径間は，当

時のどんなアーチよりも数百フィー

ト以上長かった。架設中における河川交通への影響を回避するため，彼のアシスタント技術者ヘ

ンリーフラッドは，それまで誰も試みたことのない片持ち工法（図-8.914）を考案した。その工法

は，各々のアーチの半分をそれぞれの石製の基礎からもう一方に向かって，まるで河の上で巨大

な顎（あご）がゆっくり閉じるように，架けて行くものであった。この工法が，これまでの一般

的な工法と異なる点は，（顎が連結するまで）必要となる仮設支持材を上側から設置することであ

った。一般の工法では，橋梁の架設完了後に撤去できる仮設の木製支保工で，下側からアーチを

支えるものであった。しかし，そのような工法では，河川内に何も建てないでおくことは明らか

に不可能である。そこでイーズは，それぞれの石製の橋脚上に建てた仮設の木製塔から張ったケ

ーブルで，上側からアーチを吊ることにした。 

 

そして，橋梁の設計・使用材料・架設工法など，橋梁に関するほぼ全ての項目は，型破りで実

績もなかった。 初に彼がそれを提案したとき，アンドリュー・カーネギーは，イーズが述べた

ような力学的事項については，それに精通した誰かが，その計画に一通り目を通した方がよいと，

判断した。 

 

                                                        
13  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eads_Bridge_panorama_20090119.jpg （参照日 2015-02-17） 
14  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eads_Bridge_construction.jpg （参照日 2016-03-27） 
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その橋梁に対して，カーネギーは 2 重の関心を持っていた。彼は，イーズのセントルイス後援

者から，彼らが発行する橋梁債券を引き受けるつもりはないかとの打診を受けていた。また彼が，

鉄製鉄道橋の製造専門会社の 初の一つであるキーストン橋梁会社を設立したのは，この数年前

であった。カーネギーは，橋梁に対する愛着について話すのが楽しみであった。彼が出会ったト

ーマス・ポープやジョン・ローブリングのような人物を国民精神（national spirit）の証明と考えて

おり，橋梁建設の一翼を担うことには，個人的な大きな満足感があると明言していた。 

 

その時点でキーストン社は，セントルイスの事業にコンサルタントとして参加して上部構造を

担当するよう要請されていた。カーネギーは抜かりなく，キーストン社の技師長で社長でもある

J・H・リンビル（1825～1906）に橋梁に対する意見を求めた。リンビルは合衆国の中でその問題

を も熟知した人物であると，カーネギーはいつも熱心に説明していた。それは誇張表現であっ

たが，リンビルは確かに土木業界では一流の人物であった。カーネギーに雇われる前，彼はペン

シルバニア鉄道で橋梁技術者として勤めており，1864 年にスチューベンビルで，オハイオ川に架

設した巨大な鉄製トラス橋は，その種類では非常に優れた構造物と考えられていた。 

 

リンビルは，イーズの計画書一式を自分に送ってくれるよう依頼した。彼は，その書類を注意

深く検討し，カーディフの巨人に意見を求められた古生物学者に似た感じで，真面目な顔で内容

が不合理であると断言した。彼は「これらの計画に沿って建設されるとすれば，この橋梁は成立

しないだろう。これでは自重も支えることができない」と非公式にカーネギーに告げ，やがて正

式な声明で「とても危険で実現不可能」な橋梁と判定した。そして，彼の自身がそれに関わるこ

とは，自分の評判を危うくすることになるので問題外であると発言した。 

 

リンビルは，まったく間違っていた。土木工事について何も知らなかったカーネギーは，リン

ビルにイーズを「正しい方向に導く」よう促した。しかしイーズは，思いとどまるつもりは毛頭

なく，評判や取引関連の如何にかかわらず，どのような第三者にも，自分の橋梁計画を変更させ

るつもりはなかった。結局イーズは，リンビルにさえ，自分が何を行おうとしているかを納得さ

せてしまった。キーストン社は，その橋梁の仕事に着手した。カーネギーは，J・P・モーガンの

父親で，アメリカへの融資者であるジュニアス・モーガンに一連の債権を売るため，ロンドンに

向かった。1867 年夏，イーズはセントルイス川岸に近くで， 初の橋台の準備作業を自信満々で

進めていた。近隣の酒場では，橋梁を建設するために 700 万ドル，その期間も 700 万年かかると，

話題になっていた。 

 

結果的に， 終的な費用は 1 千万ドル近くとなり，橋梁が完成するまでに 7 年かかった。橋梁

を一度利用すると，誰もが特に技術者は絶賛した。1 人の土木工事歴史家が書いているように，

イーズ橋は，その規模にしては法外な構造物となった。そのことに関して，ワシントン・ローブ

リングは，イーズがウェッブ＆ベル社の造船所を訪問した際に十分に認識した。 

 

国内のあらゆる橋梁技術者やあらゆる鉄道関係者と同様に，ローブリングは，セントルイスの

橋梁に大いに関心を持っていた。しかも，イーズが，彼の根本的な計画のあらゆるものと同時に，
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ニューマチックケーソンを利用して橋脚を沈める計画もあったので，ローブリングは，おそらく

他の誰よりも，イーズの目一杯の大胆さと，彼が試行していることの極めて大きな重要性を，評

価していた。また，ブルックリンでのローブリング自身の工事だけでなく，橋梁工学の将来全般

に対する重要性も評価していた。 

 

イーズがその橋梁を初めて構想したとき，巨大な鋼製のアーチを設置する 2 基の河川内の石製

橋脚の施工では，当初は締め切り施工を行う計画であった。しかし 1869 年 4 月，彼は更に巧みな

施工法があることを確信して，ヨーロッパ旅行から戻ってきた。彼は，フランスの技術者モレー

が，ビジーでアリエ川を渡る橋梁の橋脚を沈めるためにニューマチックケーソンを使う現場を見

学した。そして，技術面での充分な確信を持って帰国した。自分が誰よりも熟知しているミシシ

ッピ川が，たとえアリエ川のように穏やかでなかったとしても，その工法は，セントルイスの現

場で使うことができると確信していた。 

 

1869 年の夏の間にイーズとローブリングは，その当時の 大級で極めて重要な 2 橋梁の基礎に

ついて，独自の別々な計画を立案し，各々全く無関係に自分の判断だけでそれを進めていた。と

はいえイーズは，10 月中旬にケーソンを水中に設置していた。それは，ウェッブ＆ベル社との契

約調印の前であった。そして，イーズがブルックリンにやってきた頃には，彼のケーソンは，す

でにミシシッピ川の砂質基盤の中に順調に沈められている途中であった。 

 

2 人のなかでローブリングは，ヨーロッパでのケーソンの開発状況や，それを利用した様々な

工法に関するより高度な知識を，確かに身につけていた。イーズは，ほとんど偶然にその技術に

出会い，ほんの短期間で独学しただけであった。ローブリングの父親は，当初からの計画にケー

ソンを組み入れており，その件に関して多くの知識があった。そしてローブリング自身は，その

研究に大変苦労して，その特定の目的のために，ヨーロッパで 1 年近くを過ごした。さらに，イ

ーズとは異なり，ローブリングは教育を受けた経験豊かな橋梁技術者であり，フランス語とドイ

ツ語の両方に堪能であった。イーズは英語しか話さず，彼が出会ったヨーロッパの技術者の何人

かとは，会話するのも難しい時があったようである。 

 

それでもなお，ローブリングは間違いなく「イーズが問題の解決に対して，とても傑出した天

賦の才能をもつ人物であり，驚くべき独創性と決断力をもち，実際に自分の父親によく似た人物

である」と評価していたようである。また，ローブリングは，イーズがセントルイスで直面して

いる状況が，ヨーロッパの技術者やマカルパインらがこれまでに直面した状況よりも，ブルック

リンの状況にとても近いということを認識していた。とても重大なことは，イーズがローブリン

グと違って，その時点でケーソンの施工を経験していることであった。 

 

イーズが施工中のケーソンは，ローブリングがブルックリンで施工しようとしていたケーソン

のおよそ 1／3 であったが，それでもヨーロッパの人々が利用したケーソンよりも大きかった。そ

れ以上に意味があるのは，イーズのケーソンは 1870 年 1 月までに，ローブリングがブルックリン

側で施工する深さと同程度まで達していたことであり，依然としてミシシッピ川の砂層と泥層の
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中に，ほとんど抵抗を受けずに着実に降下していた。1 月末になって問題が発生した。 

 

かなり早い時期からイーズの作業員達は，ケーソンの高圧環境下での作業に関して，ある種の

特性に気がついていた。例えば， も男性的な声が，か細い女の子のような響きになっていた。

イーズが好んでケーソン内部に案内した多くの見学者に対して，作業員が歓迎の証として，口笛

を吹いたり，ロウソクを吹き消したりできなくなった。何人かの作業員は，食欲の著しい増加を

掲げた。他に呼吸困難や痛みを伴う耳鳴りの症状を訴える者もいた。だが，ケーソンが 40 フィー

ト（12m）ほど降下した頃，不可解な疾患を伴う明確な症例が数件発生した。それは，イーズと

ローブリングの 2 人共が，ヨーロッパで耳にしていた事例であった。 

 

 

 

1664 年という相当前になんとも皮肉なことに，ヘンズローという英国の医者は，いろいろな一

般的疾患の治療に，圧縮空気を利用する方法を提案した論文を発表している。フランスとドイツ

では，まさにそのような気圧治療に対する 新の設備を備えた機関が創設された。圧縮空気槽が，

治療に奇跡的な効果があることが宣伝されて流行し，特に消化不良の治療法として流行した。た

だし空気槽の圧力は，大気圧に比べてそれほど大きなものではなかった。 

 

しかしながら，相当大きな圧縮空気を利用して施工を行った 初の土木技術者は，トリガーと

いうフランス人であった。1839 年，イーズとローブリングがケーソンを施工する 30 年前，クイ

ックサンド層に鉱山用シャフトを沈めるとき，地下水の逆流を止めるために，鉄製管体の内部で

圧縮空気を利用した。その技術は大変うまく機能したが，作業が完了する前にトリガーは，作業

員達の間で数多くの説明のつかない反応を観察し，考えられることを自分のノートに書きとめた。

これが，ケーソン病あるいは「潜函病」の症例の 初の記録となった。作業員の 2 人が，戸外に

出て約 30 分後に，腕と膝に突然の激痛が走るという全く不思議な症状に襲われたと，トリガーは

書いている。 

 

その後，フランスではさらに深刻な症例が発生した。圧気状況から出てかなり経過した後で，

自宅で作業員に症状が現れた。時々，寒気と嘔吐を伴う痛みの症状が現れた。他の症状も記録さ

れている。無気力感，言葉や吃音の錯乱，鼻血，皮膚の我慢できないかゆみ，不安定な足取り，

頻尿，歯の痛み等である。ある科学的な研究によれば，ハンガリー人とフランス人ではほとんど

患うことはなく，一方イタリア人やドイツ人，スラブ人は，はるかにひどい状況になると言われ

ていた。1 人か 2 人の男性が，それを患って亡くなったという事実も認識されていた。 

 

イーズの作業員の 初の徴候は，足の筋肉が時々麻痺することであった。しかし作業員の説明

によると，それによる痛みはなく，その感覚は 1 日かそこらで消えたということであった。しか

しケーソンがさらに深くなるにつれて，さらに多くの作業員に障害が起きるようになった。その

時点で症例によっては，内臓や括約筋だけでなく腕にも症状がでた。関節のひどい痛みや，突然

の耐えがたい胃の痛みを訴える作業員もいた。なお，症状が出た作業員のうち 9 割が，全く痛み
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を感じないと言っており，症状として痛みがでない限り，あまり真剣に取り上げられなかった。

実際に，ある報告では「苦しそうな足取りで軽く前かがみで歩き回っている労働者は， 初は冗

談のつもりだと考えられていた。やがて，麻痺と痙攣の症状は『ギリシアン・ベンド』という名

で一般に知られるようになった」と記載されている。 

 

発症を防ぐために，不思議なほど効くと言われていた「廃棄油（Abolition Oil）」を，作業員は

自分自身に塗り込んだ。彼らの中には，手首と腕，足首の周りに亜鉛と銀のバンドを巻くものも

現れた。また，訴えが認められて，イーズが会社の費用で全ての作業員に強制的に装備させるこ

とに決めたような事例もあった。それは，作業員から「一時的な防護服」と呼ばれ，同じように

腰の周りに巻き付け，足の底にも着ける対策であった。それでも，説明のつかない疾患の事例は，

増加し続けた。 

 

現場監督のうちの 1 人が病気に罹ったとき，イーズはケーソン内での作業時間を短くした。作

業員は，ケーソン内で 4 時間だけ作業し，その後 8 時間休憩して次の 4 時間作業に戻ることにな

った。ケーソンの深さは，その時点で 42 フィート（12.8m）であった。2 月 5 日，ケーソンが 65

フィート（19.8m）に達した時，イーズは再び勤務スケジュールを途中に 2 時間休憩を含む 3 回の

2 時間作業体制に変更した。作業員は，交替のたびにケーソンから出るために長いらせん階段を

昇る必要があり，この勤務体制も作業員には好評ではなかった。圧縮空気による有害な症状がで

なかった作業員にとって，新しい勤務体系は更に大迷惑であった。一方，症状が出ていた作業員

にとって，らせん階段の昇りは苦痛を追加しただけであった。橋梁の公式記録には「階段昇降の

疲労は，痛みを伴う症状が出ていた作業員の苦痛と衰弱を，少なからず増加させることになった。」

とあっさりと記録されている。2 月にケーソンが 70 フィートに達した時点で，潜函内の空気圧は

1 平方インチあたり 32 ポンド（2.2 気圧），すなわち通常の気圧の 2 倍以上となり，ひとりの作業

員が病院へ送られるような痛みを訴えた。 

 

その後，激しい症状は更に増えて当たり前になっていった。ある作業員は意識不明になり，3

時間話すことができなかった。もはや，誰もが事態を軽く考えることはなかった。それでも，イ

ーズが見学者に説明したように，多くの作業員，実際には大多数が全く影響を受けていなかった。

彼は，何百人もの見学者をケーソン内部に降ろしており，「繊細な女性たち」でさえ病的な症状を

感じた人はいなかったと述べていた。そのことを彼が納得するように，説明できる医者はいなか

った。高気圧から通常の気圧へゆっくり移行すれば，有害でないことが立証できるだろうという

医者もいた。逆に通常気圧から圧縮空気への移行が早過ぎるので，その障害が発生していると主

張する医者もいた。しかしイーズは，ケーソンのエアロックの操作員が誰も患っていないので，

どちらの見解も正しくないだろうと反論した。障害の原因は，圧気状況下での作業時間に加えて，

個人の全般的な体調によると，彼は主張していた。 

 

彼は，発症した作業員の大部分が新規の作業員でその仕事に不慣れなこと，薄着でそもそも十

分な食事を取っていないこと，時としてアルコール中毒であることを指摘した。そのような状況

でケーソンの降下を続けるので，イーズは，そのために雇った体格の良好な作業員だけに作業を
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図-8.9 ケーソンの進水状況 

行うよう指示した。 

 

その後，3 月 19 日土曜日，偶然にもブルックリン側ケーソンが朝方に進水した日，イーズは

初の死者が出たことを報告した。ジェームズ・ライリーという男性であった。彼は，第一シフト

で作業を行っており，作業室内でちょうど 2 時間の作業をしてから，誰の目にも元気そうに上が

ってきて，15 分後に呼吸が苦しそうな表情になり，うつ伏せに倒れ込んだ。彼は，その不可解な

病気で亡くなった初めてのアメリカ人となった。だがイーズが橋梁を完成させるまでに，セント

ルイスでは少なくとも 15 人以上が亡くなり，それを上回る作業者が死ぬまで身体障害者となった。 

 

 

 

ブルックリン側ケーソンの進水（図-8.915）には，およそ 3 千人が見学に集まった。決して予想

外のことではなかったが，キングス郡民主党は，その日を演説とバンド音楽を行う機会としてと

らえた。人々は，眺めている構造物をうまく表現する方法に戸惑ったが，それが何よりも港湾防

衛のための巨大な軍艦もしくは砲台のように見えるということで， 終的に意見が一致した。そ

して，イーグル新聞の取材では，多くの見学者は，主にケーソンが進水できるかどうかを疑って

集まって来ていた。 

 

ケーソンの天端すなわち天盤には，巻き上げ装置や様々な奇妙な形をした機械装置が，あちこ

ちに配置されていた。進水台の障害に備えて多くのロープが，待機している蒸気船に連結されて

いた。また各々の進水台の背後には，重装備の木製のラムが装備されていた。これは，巨大な構

造物を動かし始めるために，同調して機能する設備であった。函体内部では仮設の気密区画が前

方の壁に構築され，ケーソンが水に衝突した際にその側面を浮かせる対策がとられた。そして，

クラブやウインチ，150 台の手押し車など目一杯の補助設備が積み込まれ，木の帯板で固定され

ていた。 

 
                                                        
15  Scientific American, July 9,1870 
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進水は 10 時 30 分に実施され，あらゆる点で大成功であった。 後のブロックが分離されると

すぐに，巨大な塊は動き始めた。補助の必要もなく，まっすぐ均一に滑っていった。それは，水

の抵抗を上回るのに，ちょうど十分な速度で河川に突っ込んでいった。仮設の気密区画は完全に

機能し，ケーソン前側の沈み込みを抑えた。甲板は全く濡れなかった。 

  

大きなどよめきが群衆から上がった。甲板上のエアポンプが直ちに稼働し，函体内の水は，数

時間で全て排出された。これにより函体が気密であったことに，ローブリングが満足感を覚えた

ことは間違いない。その後，内部の空気が漏れることを踏まえ，ケーソン天端が水面から 17 イン

チ（43cm）以下となるように沈降させられた。そのことについてローブリングは，自分の事前の

計算とぴったり合っていたと，喜んで記録している。 

 

だが，ケーソン設置場所の困難な浚渫作業の進捗は，予定よりかなり遅れていた。その場所で

の全ての準備が完了するまでに更に 1 ヶ月を要し，進捗を早めるための対策もなかった。それが

明らかだったので，ローブリングは，この期間をセントルイスに出向き，イーズがどのように工

事を進めているかを見学する絶好の機会と捉えた。橋梁会社はそれを認め，ホレイショー・アレ

ンが同行する費用も支給した。 

 

イーズには，見学者に対応するための一定の手順があった。ローブリングとアレンが 4 月初旬

にセントルイスを訪れた時も，同様の対応を受けたと思われる。イーズは， 初に計画の概要を

述べ，細かい説明をした後で，艀に乗って河川中央の現場に向かった。そこは沈降中のケーソン

の上側に，荷揚船や揚貨装置の一団が停泊していた。イーズは，種々の作業船の働きを解説した

後で，狭い螺旋階段を下り，エアロックを通って，ケーソン本体の中へ見学者を案内した。 

 

ローブリングは，後に書いているように，イーズと「彼の注目すべき発明の才能」に 高の賞

賛と敬意を表している。また彼は，セントルイスに滞在した 2 日間，イーズが彼に対して，とて

も礼儀正しかったと述べている。なお，その際に居合わせたイーズの友人は，イーズが若いロー

ブリングにありとあらゆる詳細なことも，説明するように特に心を砕いていた，と述べている。

だから，この時点で彼らの間に何らかの不和があったという話については，全く根拠の無いこと

である。 

 

ローブリングは，工事が 良の方向に沿って進行していると確信して，ブルックリンに戻った

ようである。彼はケーソンでの病気について，多くのことをセントルイスで聞いたものの，彼が

話し合ったほとんどの人々がイーズを含めて，作業員が発症するか否かは，大部分が運の問題で

あるといっており，ローブリングが後に述べたことから判断して，彼もほぼ同じ結論に達してい

たようである。確かにその当時，イーズは，障害の防止法や治療法について，ローブリングが知

っていたことと同程度のことは心得ており，そのことは 2 人にとって当然のことだったに違いな

い。依然として作業員達は苦しんでおり，更に多くの作業員が亡くなっていた。 

 

イーズはケーソン沈降作業を進め続けており，その解決策は，どういうわけか問題がさらに悪
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化しそうな即席の対応であることは，確かであった。ローブリングの現場でも，おそらく同様に

対処したのであろう。大きな悲劇は，他の人々が圧縮空気の影響に関して既に知っていたことを，

彼ら 2 人が，ほぼ完全に知らなかったということであった。例えば 2 人は，ケーソン病に対する

も確実で即効性のある治療法が，既に知られていることに，気づいていなかった。 

 

彼らが時間の経過に伴って情報交換を行ったり，同様な問題を抱えている他の数少ない人々に

接触していたりすれば，おそらく事態は，2 人それぞれに対して違った結果になったかもしれな

い。しかし，専門の同業者間での情報交換が，後の状況から判断すると， もうわべだけの付き

合いが多かった時代に，彼らは生きていた。ほとんど全ての仕事がそうであるように，土木工事

は激しい競争的な仕事であった。アメリカ土木学会のような組織は，専門的知識の開かれた情報

交換がうまく行くように努めていた。また，有益な技術資料を発表している数種類の評判の良い

学術誌もあった。それでもまだ，これらの方針に沿った強い慣行もなく，場所によっては姿勢さ

えなかった。鉄道業界は，土木技術者を も必要とする業界であり，たいへん多くの技術者の研

修基盤でもあったが，有益な知識の開かれた交換を促進するような機関ではなかった。他人の事

に干渉しないことは，ビジネスの基本的な原則と考えられていた。言い換えれば企業秘密があり，

人々が甘受すべき厳しい競争は，しばしば職業上の妬みと憎しみのような 悪なものを生じさせ

た。例えば，ローブリングの父親がチャールズ・スワンに宛てて，ある男性がかつてエレットの

元で働いていたという単純な理由で，その男性を雇用しないように警告する手紙を書いたことが

あった。ジョン・ローブリングは「私とエレット氏との間を，行き来して伝える情報は不要であ

る」と書いている。 

 

確かにその通りであったが，その時でさえ，しばしば例外もあった。それは，特別な知識を共

有している団体が，それによって財政的に利益を得る場合であった。カーネギーは，キーストン

橋梁会社が大きな契約に関係する時だけ，イーズが技師長リンビルの経験を活用することをとて

も快く承諾した。ケーソンに関するイーズへの 初の指導は，フランスの橋梁施工者であるモロ

ーからであった。それは主として，モローが，たまたまフランスの主要な鉄工所，キーストン社

のような鉄工所の技師長であり，その会社がイーズの橋梁の上部工の施工を望んでいたからであ

った。 

 

ローブリングがブルックリンに戻ったあと，彼とイーズは，お互いに話し合うべきことがほと

んどなかったか，あるいは，すでに知っている以上のことを話し合っても得られることはほとん

ど無いと，単に思っていたのかもしれない。または，ひょっとして，全てが彼らの社交辞令であ

り，実際には 初の時点で，単なる個人的な理由で関心を失っていたのかもしれない。結局イー

ズは，いつでもほとんど全ての答えを心得ている極めて誇り高い人物で，別の方法で立証しよう

とする人物には，永久に気を許すことはなかった。彼は，自分の橋梁が他に代わるものがない，

その世紀で唯一の 重要の土木事業と見ていた。ローブリングもほぼ確実に，自分が建設しよう

としている橋梁について同じように感じていたが，父親とは異なり，決して一度もそれを口にす

ることはなかった。きっとイーズは，ローブリングが脅威であり，誰かの背後に控えているよう

な人物ではないと，考えていたに違いない。彼は，ローブリングを単に厄介者とみなしていたの
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かもしれない。16 

 

自らが困難にもかかわらず，疑惑を抱く人がいたにもかかわらず，多くのことを達成した人物

というものは，若い男性を支援するために，努力することを嫌うのかもしれない。その若い男性

が，既にかなり十分なものを手にしたように見え，これまでに自分自身が特に価値ある人物であ

ることを何ら立証していないようであれば，そのような対応も理解することもできる。さらにま

た，イーズはひいき目にみても難しい人物であった。 

 

そして何よりも，強い独立心は本来とても良いことあるという，その時代の支配的な考えがあ

った。イーズとローブリングは 2 人とも，まさに他人から輝いている人物の事例として示される

ような人物であった。 

 

だから，彼ら 2 人は，アメリカ大陸を半分ほど隔て，各々独自の道をひとりで進み，やがて対

立することになる。 

 

 

 

1870 年 5 月 3 日の昼過ぎ，ブルックリン側のケーソンは， 初で 後となる航海を行った。そ

れは，フルトンフェリー停泊所の傍の現場に向かって，イースト川を４マイル（6.4km）下る航海

であった。作業室には再び完全に空気が充填され，エアポンプが稼働し続けた。その時点で巨大

な函体は，甲板が水面上にちょうど 9 フィート（2.7m）浮いた状態であった（この空気充填は不

可欠なことであった。それは，河川の一部で，河床とケーソン下端の間の隙間がわずか 1 フィー

ト（30cm）しかなかったからである）。6 台のタグボートがケーソンを曳航し，1 時 45 分頃に潮

流に入っていった。ケーソンは，19 世紀の驚異の一つを眺めた幸運な人々の間に大反響を巻き起

こし，すぐに人々のすさまじい視線から隠れてしまった。 

 

ローブリングとキングズレー，ホレイショー・アレン，ウェッブ＆ベル社のベル，他 3～4 人が，

長くて平坦な甲板上に一緒に乗り込み，前方に向かって立っていた。そして，イーズが浮上した

状態でのケーソンに対して植え付けた疑念は，すぐに忘れ去られた。ある目撃者の言葉によると，

ケーソンは，奥地の湖の真ん中に浮かぶ白鳥のように，穏やかに河川を下って来たようである。 

 

ケーソンはフルトン通りの一区画に係留され，陽が沈む時刻まで数千の人々がそれを間近で見

学した。イーグル新聞は「当然，自分が怪物の上に載ったことを，誰もが，これから先，何年も

自慢したいと思っていた」と書いている。誰もが期待したより特に夕闇が迫る頃に，その怪物は，

                                                        
16 カーネギーは，自叙伝の中で，パイパーという名前の人柄のよい機械工の話をしている。この男は，セントル

イスの橋梁工事を支援するために，キーストン社から派遣された人物であった。「彼は 初， 大級の契約が

受注できたことを喜び，イーズ船長に対して，あらゆる面で愛想良くしていた。 初は『船長』でさえなく，

『イーズ大佐，はじめまして。あなたにお会いできて光栄です』」。しかし，まもなく彼らの間の感情は，少し

悪化してきた。「我々は，挨拶に心がこもらなくなったことに気づきました」。イーズ大佐がイーズ船長とな

り，そしてイーズさんとなった。「トラブルが終わる前に『大佐』は『ジム・イーズ』と下がって行った。ま

た，実を言えばずっと以前から，仕事場以外では『ジム』と呼ばれ，その後『大きな D』と呼ぶようになった。」 
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さらに素晴らしく見えたようである。 

 

翌朝の潮流の変り目に，ケーソンは，新しい係留地の内側の所定位置に移された。全ての作業

は 1 時間ほどで完了した。満員のフェリーが隣の停泊所で頻繁に出入りしており，青年達は，よ

く見える場所の船室の 上部まで上がって眺めていた。 

 

それから数週間，ケーソンの天盤上では角材の段積み作業が，各々の段が他の段に対して直角

になるように角材の間に隙間を残しながら行われ，その隙間には重量を増加させ木材を保護する

ためにコンクリートが充填された。また天盤の厚みの増加に合わせて，ウォーターシャフト・エ

アロック・供給シャフトの追加部分の取付けが行われた。また，5 月 10 日，ローブリングとペイ

ン大佐，フランシス・コリングウッドがケーソン下端を初めて調査した。進水のために設置され

た仮設の気密区画は取り除かれ，各々の隔壁に通過するための 2 つの出入口が開口された。そし

て，ケーソン先端の下にあった緩んだ岩や泥が取り除かれた。少数の作業員が，高気圧での呼吸

の苦しさについて不満を述べた。またエアロックの中では，どうやら圧力が変化するたびに急激

な温度変化が発生するらしく，これに関しては何らかの対策が必要となった。室温は，華氏 100

度（摂氏 38℃）以上にまで上昇した。しかし，それ以外は全ては予想した通りであった。 

 

6 月 12 日付けの署名のある橋梁会社の取締役への報告書に，ローブリングは次のように書いて

いる。 

 

これまで 3 週間，40 人の男性の作業班は，ヤング氏の監督のもとで 1 日 8 時間ケーソ

ン内部での作業を行い，主として函体先端部の敷き均しと，隔壁とケーソン切刃の下

側に残っていた転石の除去を行ってきた。埠頭の泥の堆積物は，2～3 フィート（60～

90cm）の厚みがあり，この仕事は非常に不快な作業である。現在は浚渫機の稼働を開

始させており，短期間で浚渫が完了する予定である。ケーソンの沓の下側にある巨石，

およそ 100 立方フィート（2.83 立方メートル）の撤去は，かなりの技能と根気を必要

とする作業である。 

 

この間ずっとケーソンは，満潮時毎に浮き上がり，干潮になると再び着底を繰り返していた。

もちろんこのことが，函体内での作業は一日の干潮の時間帯，つまり函体内の水が比較的少なく

なる時にのみ，可能であることを意味していた。 

 

天端には更に木材の段積みが加えられ，ケーソンの全高がちょうど 10 フィート（3.0m）増加し

たので，その重心は，かなり上がって不安定均衡の状態が生じていた。すなわち，ケーソンは，

潮流が満ちてきても，もはや均等に浮き上がらなくなっていた。一端が他端より先に浮くと，こ

れがブローアウトとして知られた現象の原因となった。ローブリングが述べたように，これは，

人目を引く現象として出現するので，ブルックリンではとても興奮するような話題となった。 

 

潮流が満ちてくると，ケーソンの下向きに作用する重量は，外側の河川の浮力に伴う内側の空
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気の増加圧力に抵抗しようとするので，ケーソンの一端は 6 インチ（15cm）かそれ以上，突如浮

き上がるようになる。内側の空気圧が外側の水頭を越えた瞬間に，沓の下側から巨大な空気が湧

き出し，それとともに，重さが数百トンで，おそらく 60 フィート（18m）の高さになるような水

柱が発生した。これによってケーソンの天端全面に魚が降り注ぎ，そこで作業中の人々は，それ

を争って拾い集めた。 

 

ケーソンの内側で働く作業員達にとって，そのような出来事に 初は大変驚いたが，やがてほ

とんど気にしなくなっていった。ひどい割れんばかりの騒音と突然の空気暴発があり，両方とも

確かに動揺させられたが，2～3 回それが起こった後では，作業員達はそれに慣れてしまった。な

お，空気の数百トンの損失は，そのような巨大な体積 16 万 3 千立方フィート（4600 立方メート

ル）に比べれば，特に心配するようなものではなかった。 

 

しかしながら，川岸やフェリーから眺めたイースト川上の突然の水柱の出現は，それを見た誰

もが何年間も話すほど壮観であった。 

 

ケーソン上に 3 段の石積みが行われ，6 月中の大部分，巨大な木製の函体はもはや上下に動く

ことはなく，据えつけるべき河床に接地した。ケーソン天端に据えられた 初の石は，いわゆる

礎石であり，キングストン採石場からの青い石灰岩の塊で 3フィート×8フィート(0.9m ×2.4m)，

重さ 5,800 ポンド（2,600kg）であった。 初の石の設置に伴う特定の式典は行われず，また，今

までに知られている限り，それに何かが刻まれるようなこともなかったようである。 

 

石切り場と呼ばれた作業場は，下流側のアトランテッィクドッグスの下側のレッドフックのあ

たりに設置された。現場に石材を搬入するため，4 台の巨大な平底船が特別に建造され，マクナ

ルティが第一段目を設置する責任者に任命された。石積み作業は，通常よりも，かなりゆっくり

と進められた。というのは，1 個が 2000～3000 ポンド（900～1400kg）の重量のあるブロックを

移動させるために，可搬式のやぐらを利用する必要があったからである。だが，一旦ケーソンが

本来の位置に設置された後では，3 基の恒久的な揚貨装置が，ケーソンの直上に搭載された。そ

の装置は，船の帆柱のような 50 フィート（15m）の高さの巨大な木製支柱と，ケーソン甲板のど

こへでも向きを変えられるブームを有していた。 

 

その頃には，6 台の大型のエアーコンプレッサーも，作業場の近くの長い小屋の中で稼働して

いた。このコンプレッサーは，マサチューセッツのフィッチバーグにあるバーリー・ロック・ド

リル社で製造されたもので，各々20 馬力の蒸気エンジンを搭載していた。このエンジンは，スト

ローク 14 インチ（36cm），直径 15 インチ（38cm）の 2 筒の単動式エアーシリンダーで稼働して

いた。各々のエンジンは，それ自身のボイラーを備えており，1 台のボイラーやエンジンの停止・

故障が他のエンジンに影響を及ぼさないように，それら全てが連結されていた。全ての配管と接

続は良好な状態で適切に作動していた（10 インチ（25cm）の主配管は，ケーソンまでの約 150 フ

ィート（46m）を地下で圧縮空気を送り，その先から 2 本の 6 インチ（15cm）のゴムホースが，

供給シャフトを下がり，作業室に空気を運んだ）。トーマス・ダグラスというプロスペクト公園で
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見事な石工事を行った石工が，ケーソン外側の作業責任者として配置され，一方，ケーソン内部

の現場監督は，チャールズ・ヤングという名前の大柄な男性であった。 

 

これまでのところ，あらゆる作業はきっちり予定通りに進んでいた。深刻な中断はなかった。

材料は予定通りに到着した。全ての必要な機械は，購入して設置されていた。この時点までに橋

梁会社の正式な事務所は，フルトン通りのユニオンビルに設置された。その建物は，フルトンフ

ェリーから徒歩で行けるところであった。関係者の誰もが，祝いの言葉をかけられたと，総合

高責任者ウィリアム・キングズレーは，彼自身の 初の公式報告書に記載している。 

 

これで，巨大なケーソンは，その沈下を開始することができるようになった。 

 

 


