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第 9 章 ケーソン沈設 

このような橋梁は，先例がない。 

ワシントン・ローブリング 

 

何千年もの間，人々は建造物を造り続けているが，ブルックリン側ケーソンほど巨大な構造物

を地中に沈めようとしたものは，それまで誰一人としていなかった。また，その工事がイースト

川のブルックリン側ほど難しい場所も稀であった， 

 

ローブリングとアシスタント達は，現場を浚渫している間に，沈設すべき地層についてたいへ

ん多くのことが判明したと考えていた。だが，ローブリングは「現時点で，地質はとても厄介な

特性であり，掘削は，ゆっくり時間をかけて根気強く努力するしかないという結論に達するほど，

十分に明らかになってきた」といつもの冷静さで解説した。これに比べれば，他の事はとても簡

単であった。理論的にはとても適切とみられていたことが，その時点で，実際には全く異なった

状況であると分かってきた。実際，ケーソン内部の当初一ヶ月の掘削量は 悪で，あまりにも遅

かった。そのため，基礎の全体構想がまるで大間違いであったように見え始め，これを諦め，他

の場所や他の方法でやり直す必要があると思えるほど，落胆する状況であった。 

 

そのような感触に市民は全く気づいておらず，かえって好都合であった。そのような状況に関

して，一部の市民がケーソン内部の実際の進捗状況を認識することは全くなく，作業状況は完全

に隠された状況であった。 

 

現場全体を眺めるには，いまだにフェリーの甲板からが一番であった。毎日ニューヨークへ行

き来する途中で，何千人の人々が，すばらしい至近距離からの眺めを満喫することができた。そ

の眺めは，3 台そびえ立つブームの揚貨装置が，回転しながら石灰石のブロックを所定場所に運

ぶ様子や，作業員の一団が，石積作業や隣接する作業ヤードに群がっている様子であり，どの作

業員もことごとく，自分が期待されていることをまさに熟知しているように見えた。6 台の別々

の蒸気エンジンが黒い柱のような煙を吐き，至る所に滑車や手工具，釘樽があきれるほどに乱雑

に置かれ，タール樽や山積の木材，石炭・砂・石材が山のように積まれて，配置されていた。落

胆して考え込むような普通の作業員であれば，そのような混沌としたような状況から，整然とし

たあるいは合理的なものを，どうして創り出すことができようか。 

  

それでも上から見ると，その工事は，他の大規模建設事業に比べて，それほど違っているよう

には見えなかった。例えば，ニューヨークで建設中の巨大な新郵便局の周辺の活況は，あらゆる

点で混乱しており，見た目に強い印象を与えた。これら全ての構造物は同じ日光に照らされてお

り，同じ新鮮な空気を呼吸している作業員は，他の人々と何の違いもなかった。しかし，ケーソ

ンの下側の状況は全く異なっていると，誰もが聞いていた。それは， も興味をそそる仕事の一

環であり，一部の関係者以外，誰もがそれを見ることができない場所に隠されているという事実

が，もちろんその作業に対してさらに大きな興味をそそっていた。 
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図-9.1 ブルックリン側ケーソンの構造 

出典：Rensselaer Polytechnic Institute Archives 

ウォーターシャフト 

エアロック
供給シャフト 

切刃（沓） 

天盤 

作業室
側壁 

現
場

製
作

 
工

場
製

作
 

 

枠組(隔壁) 枠組(隔壁)

 

新聞社はすぐさま記者を送り込んだ。7 月までには，記者は，日々の作業のために降りている

200 人の労働者よりも上手に，自らの話をありのままに伝えた。その結果，ある絵が現れてきた。

それは，ブルックリンの玄関先にある奇妙でぞっとするような地下の世界の絵であり，超人的な

勇気のある男性か馬鹿者しか入れないような世界であった。そして，空想の中で育ってくる考え

にはよくあるように，現実からそれほど離れたものではなかった。 

 

 

 

おそらく も真に迫った説明は，E・E・ファリントンというローブリングの部下の機械工長で，

地味で無骨で，普通に実務にたずさわっている男性が述べた一言であった。後で，実際には誰か

がファリントンの代筆をしていたとか，少なくとも彼の文体を校正していたとかの噂があったが，

その表現の信頼性には間違いがなかった。 

 

ケーソンの作業室（図 9.1）では，あらゆることが現実離れしており，不思議な様子を

呈しています。多くの水が湧き出るように，頭の中が混乱した状況となっています。

初は脈拍が早くなり，その後たまには通常の脈搏以下に低下することがあります。話し

声は，やや不自然に聞こえ，話すためにかなり努力がいります。燃え立つ明りや深い影，

ハンマーやドリル，チェーンの混じった騒音，半分裸の動き回る人影があり，あちらこ

ちらに，ギリシャ神話のシーシュポス1が転がすような転石があり，詩的な感性のある人

                                                        
1  シーシュポスは，ギリシャ神話に登場する人物である。エピュラーを創建し，エピュラーは後にコリントスの

名で知られるようになった。神を欺いたことで，シーシュポスは神々の怒りを買ってしまい，大きな岩を山頂

に押して運ぶという罰を受けた。彼は神々の言い付け通りに岩を運ぶのだが，山頂に運び終えたその瞬間に岩

は転がり落ちてしまう。同じ動作を何度繰り返しても，結局は同じ結果にしかならないという，徒労を意味す

る「シーシュポスの岩」で知られる。 
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図-9.2 エアロックの内部 

であれば，ダンテの地獄の現実的な感覚を掴むに違いありません。私が注目したのは，

ケーソンの中では時間が経つのが早いことです。 

 

初めてケーソンに降りる大部分の人にとって，エ

アロック（図-9.22）さえも不安になるような体験で

あった。人によっては極めて辛い体験でもあった。

小さな鉄製の部屋は，鉄製の天井にセットされたガ

ラスを通過する太陽の光で，とても明るかった。し

かし，一旦，係員が巻揚機を数回廻して，蓋板をし

っかり固定すると，誰もが鉄の棺に閉じ込められた

ような感じとなった。続いて真鍮のバルブが開けら

れた。ある男性は「その結果，すぐに不気味で耳を

つんざくような甲高い音，まるで汽笛のような音が

して，我々は無意識にそのひどい音から耳を守ろう

として，自分の指で耳をふさぎます。音が小さくな

ったときに，私達は，頭の中に何かが充填されて圧

迫されるような感覚となります。それは，痛みを伴うもので，自分の頭がまるで破裂するように

感じる痛みです」と書いている（多くの人々は，そのような感覚を経験することは無く，そのよ

うな症状は「ロックで感染した」という表現をしていた）。その後，音が完全に止まり，床の蓋板

が勝手に開き，係員がケーソンの中に入る鉄製の梯子を指差した。この時点でほとんどの人がす

ぐに望むことは，それを表現したかどうかにかかわらず，まさに可能な限り素早く屋外に戻るこ

とであった。しかし，一旦梯子を下りて 3～4 分経つと，ほとんどの人はかなり落ち着いたことに

も気づいた。 

 

一旦明るさに目が慣れるにつれて，ケーソン内部の 初の光景は，たいていちょっとした驚き

であった。6 区画の大きな作業室は，広大な地下室か何かのようであり，ほんの 近になって，

そこから洪水が引いた後のようであった。あらゆる柱や隔壁，全ての外壁や天井全体が，ぬるぬ

るした泥の皮膜でおおわれていた。その場所で作業している全作業員が，ゴム長靴を着用してお

り，1 つの区画から他の区画まで足場板が敷かれていた。足場板の間の黒泥や水は，たまに 1 フ

ィート（30cm）かそれ以上の厚みであった。日々の作業は数箇所に集中して行われたので，他の

巨大な作業室は，地下の洞穴と同じように暗くて静かであった。 

 

そこには，カルシウム灯あるいは石灰灯3とも呼ばれた照明があった。その照明は，作業員が働

いている場所の隅々で，湯気を立てるような青白く明るい光を放っていた。足場板の歩廊に沿っ

ては，鉄製杖の先端にたいまつのように燃え上がる低い鯨蝋ろうそく4による照明が並んでいた。

                                                        
2  Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, Oct. 15, 1870 
3 ライムライトや灰光灯ともいわれる照明器具の一種である。石灰を棒状，あるいは球形に成形したものに，酸

素と水素を別々の管から同時に噴出させて点火した高温の火炎（酸水素炎）を吹き付け，白熱した石灰から発

した光をレンズで集光して照明に用いる灯具である。19 世紀中ごろに発明され，電灯が発明される前は劇場の

舞台照明として盛んに用いられたが，1878 年に白熱電球が実用化されるとこれの普及に伴い次第に廃れた。 
4  鯨蝋ろうそくとは，マッコウクジラの脳油を原料としたろうそく。 
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ローブリングは「満足のいくような方法でケーソンを照らすという件については，とても解決し

難い問題である」と橋梁会社の取締役宛ての報告書で述べている。 初，ロウソクが圧縮空気の

中で勢いよく燃え上がり，耐えられないほどに空気を汚染する大量の煙を出した。これについて

は，灯芯やろうそく自体の大きさを小さくし，ミョウバンに牛脂を混ぜ合わせ，灯芯を酢で濡ら

すことによって，いくらか改善された。それでもローブリングは，作業員が空中にただよう多量

の炭素分を肺に吸い込むことを，懸念していた。 

 

灯油ランプは 初から除外する必要があった。灯油ランプは，ろうそくよりも煙がひどく，密

閉された環境では火事に対して常に危険な状況にあり，ローブリングはこぼれた油の危険性を回

避したかった。そこで彼は，石灰灯，舞台照明や夜の政治集会で一般的に利用されている照明の

利用を思い付いた。圧縮した酸素と石炭ガスを組合せたガスをケーソン内に配管で送り，燃焼器

を全ての作業室に配置した。そして一作業室当たり 2 基のランプで作業をできると判断した。1

回の小爆発で操作係の顎髭の先端を焦がしたことはあったが，それ以外，そのシステムはほぼ満

足できる状況で稼働した。一般的な街路のガスは，ここで利用したガスの 1/5 程度安価であった

が，それを使った場合ケーソン内部の温度は，誰もその場所で作業できないほどに上がってしま

った。 

 

実際に，ケーソン内の空気は，どんよりとして湿っている他に，不快なほどに暖かかった。圧

縮器を利用して冷たい水煙を送った。それでも冬とか夏とか，時刻や外の天候に関係なく，内部

の温度は華氏 80 度（27℃）かそれ以上の状態が続いていた。また 高の状況でも，作業室は絶え

間なく霧で覆われているように思われるほど，室内の空気は水で飽和状態となっていた。形はど

うあれ奮闘する必要のない見学者達は，すぐに自分が汗でびしょ濡れになっていることに気づい

た。 

 

ケーソン内部を見学したほとんどの人々，新聞記者や地元政治家，ハーパー・ウィークリー社

の画家，専門学術誌数社の編集者の人々は，徹底的に泥にまみれた服装となって退出し，作業員

の背後で体験したことにとても納得していた。また見学者の多く人々は，作業員達が毎日そのよ

うな場所で実際に働けることに，率直に驚いていた。 

 

7 月 5 日，初めてグラブ船のバケットを利用して，ケーソンからの岩と泥の排土引揚げが行わ

れた。ケーソン内部でのほとんどの作業は，縁の鋭い転石の撤去に費やされた。それは，ケーソ

ンが破砕的な力を伴って沈んでゆくにつれて，これら転石の上に載ってケーソンの枠組や沓が損

傷する恐れがあったからである。ウォーターシャフトの下側の転石は，初期の頃の も深刻な問

題であった。なぜならば，ケーソンが急に沈降すると，シャフトが閉鎖して詰まったり，ひどく

損傷したりする可能性があったからである。そこから転石を取り除くには，長い鋼棒と大ハンマ

ーを使って手作業で苦労しながら，徐々に削りとる以外に方法がなかった。 
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図-9.3 切刃における巨石の破砕作業 

中央の作業室（第 3，第 4 作業室）の地面は，ほ

とんど全てがトラップ5（traprock，きめの細かい黒

ずんだ火成岩）であった。この地質は砂礫ように圧

縮され，緑色蛇紋岩の破砕片から成る天然セメント

とローブリングが説明したものによって，固められ

ていた。あらゆる転石がこの非常に硬い物質で被覆

されており，そこには鋼製の先がとがったツルハシ

ではほとんど歯がたたなかった。鋼製の先のとがっ

たバールを，重い大ハンマーで打ち込む（図-9.36）

ことだけで，作業は僅かながら進めることができた。 

 

フェリーの停泊地に も近接する第 1 と第 2 作業

室は，岩の間に粘土と砂利が混じった地層であり容

易に掘り進むことができた。一方で，ケーソンの上流側の端部の第 5 と第 6 作業室は，40 フィー

ト（12m）下側まで粘着性の青色粘土層が広がっており，それはまさに初期段階の調査で判明し

た地層であった。これは確かに，そこの掘削が比較的簡単に行えることであったが，ケーソンを

少なくとも 40 フィート（12m），粘土層を過ぎるまで下降させる必要があることも意味していた。

ローブリングの説明によれば，第 3，第 4 作業室で見られるような地層が全面に拡がっていると

すれば，それ以上の良好な基盤は望めないはずであった。そして，地質の特性が，1 つの作業室

から他の作業室までそれほど大変不規則であるので，ケーソンを一様に沈降させることはとても

不可能のように思われた。 

 

ローブリングは，露出した岩の入念な調査を続けていた。十中八九が，ハドソン川の断崖を起

源としたものであり，ロングアイランド島全体と同じように，氷河によって数百万年前に運ばれ

てきたものであることを，ローブリングは理解した。このトラップは一般的には玄武岩といわれ

るもので，花崗岩のような火成岩で非常に硬かった。ケーソン内の地盤を深く掘っていくにつれ

て，トラップは，舗装ブロック程度の大きさの塊や，途方もない巨石として現れてきた。しかし，

シャベルやツルハシが 初にその一部に当たって鋭い金属音がした時，その岩石がどれくらいの

大きさであるかを，言い当てることはできなかった。 

 

石英と片麻岩の転石はあちこちで出てきたが，稀であった。赤い砂岩の 2 個の大きい転石も，

見つかった。しかし，掘り出された小さな岩石の様々な全種類について，ローブリングが作成し

た標本では，そのほとんどは，小石サイズにすり減っており，ブルックリンから北や北東に 100

マイル（160km）ほど離れた所で見られたものと，全く同一の岩質を示していた。 

 

                                                        
5  古くスカンジナビアで使用されていた語であって，もともとはスウェーデンの鉱山師の用いた俗語であった。

当時この岩石は，粗粒な花崗岩や多孔質の火山岩を除いた多くの緻密な岩石の総称であった。後には，輝緑岩，

玄武岩，安山岩その他塩基性から中性の火成岩などに対して用いられるようになり，変閃緑岩（epidiorite），変

輝緑岩（epidiabase）などのように軽く変質したものも加えられていた。 
6  Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, Oct. 15, 1870 
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ケーソンの天端に重量物を構築して，その切刃でそのような地層を沈降させてゆく考えは，

初の段階で断念せざるを得なかった。そうするために必要な圧力は，鋳鉄の沓を押しつぶして，

支持する枠組を壊すことになるからであった。そのため切刃では，地層を簡単に切り開くことは

できなかった。それどころか，あらゆる転石やあらゆる大きさの岩石を，沓や枠組がそれらの上

に載る前に撤去する必要があった。沓先端の内側に沿って溝の周辺には空間があり，外側から中

に浸み込んでくる水で常時ほとんど満ち溢れていたので，そのような撤去作業は，全て水中を綿

密に調べてから行う必要があった（この水は，枠組の下部にある溝を通って次々と流入して，ウ

ォーターシャフトの下側で大きな水溜りとなっていた）。 

 

沓の下側にまさに転石を見つけること，ましてそれらを撤去することは，信じ難いほど骨の折

れる嫌な仕事であった。切刃の全周長は 540 フィート(165m)であった。これに各々が 102 フィー

ト(31m)長の 5 箇所の枠組を加えた 1050 フィート(320m)が，ケーソンの全支持部の長さとなる。

すなわちフットボール競技場 3 面の長さより長い距離である。その全長を 1 インチごとに，作業

交替時刻の 1 日 2 回，鋼製の共鳴棒を使って切刃下側を綿密に調べる必要があった。次の交替作

業班がケーソンに入った時，常に直前の 8 時間で実施された作業状況を綿密に説明する必要があ

った。また，発見された問題箇所のほとんどが水中にあったので，その場所を簡単に指し示す方

法がなく，その情報を書き留めるか記憶しておく必要があった。ローブリングは「さらに，ケー

ソンが 6 インチ（15cm）あるいは 1 フィート（30cm）沈下すると，新しい場所に完全に新しい転

石の一群が出現し，転石がケーソンの半分には無く，半分には有るという状況が頻繁に起こった」

と書いている。 

 

沓に荷重がかからないように，沓の下側に突き出た転石を撤去して，枠組や作業室の隔壁に，

圧縮空気とのバランスを崩さないように，荷重の一部を担わせる必要があった。なお，全体の巨

大な荷重を支持する主要構造が枠組を有する場合には，ケーソンの沈降に伴い支持構造を下げて

ゆく方法では，そのような転石の撤去作業が不可欠であった。 

 

初に使った方式は， も単純な解決法のように思われたが，それは全く機能しなかった。短

い土柱，3 フィート（90cm）角の土柱をフレームの下側に，6～8 フィート（1.8～2.4m）間隔で残

置する。その後，これらの柱を系統的に掘って取り除き，それによってケーソンが下がって行く

という方法であった。だが，土柱が，しばしば除去すべき転石を隠したり，あるいは水で侵食さ

れたりした。また，しばしば隣接した部屋の労働者同士が，調整せずに作業を行い土柱がうまく

作られず，その効果を発揮させられないこともあった。 

 

その次に採用した方法は，たいへんうまく機能し， 後まで使われた。各々の隔壁の下側に，8

フィートかそこらおきに，2 個の木製ブロック，1 フィート（30cm）角で長さ 2 フィート（60cm）

のブロックを，順に重ねて，そのブロックと隔壁下端との間にはオーク材のくさびを挟んで配置

した。沓の下側をケーソン全周に渡って，数インチの深さで全ての障害物を撤去した時にはいつ

でも，ケーソン全体が沈むまで，くさびを大ハンマーで 1 箇所ずつ枠組毎に緩めた。なお，新し

いブロックをその古いブロックの隣に設置して，ケーソンの沈下が突然発生した場合には，２つ
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に分離するか，グシャッとつぶれるようになっていた。ローブリングは冷静に「ブロックと柱が

分離するときに出る音は，かなり不吉であり，頭上にある 3 万トンの質量が迫ってくる眺めは，

見ている人の気持ちを不安にさせる傾向があった」と解説していた。 

 

コリングウッドとペインが，沓の下側の転石を撤去し，ケーソンが適切に沈下することを確認

する担当であった。後にコリングウッドは「毎朝，天端の石積の上で水準を測定し，その結果を，

現場監督の長に渡した・・・。ケーソンが水平な場合には，通常は降下作業の続きとして，くさ

びを緩める作業を，中央の枠組から開始して，その枠組みの中央から端部に向かって整然と行っ

ていった。その後，この隣の 2 組の枠組， 後に外側の 2 組について同様な作業を行った。障害

が発生しない時には，そのブロック全てが 1 日のうちに数回取り外され，ケーソンは 24 時間で 3

～4 インチ（7.5～10cm）の割合で容易に沈んでいった」と書いている。 

 

しかしながら， 初は全くその通りには進まなかった。7 月中と 8 月初旬，降下速度は 1 週間

で 6 インチ（15cm）未満であった。そして降下速度が減少した代わりに，予想していたように，

転石がさらに豊富に出てくるようになった。ローブリングが取締役会に報告した進捗率は，絶望

的なものであった。この割合では，まさに 1 基のケーソンを沈めるために 2 年近くかかると想定

された。 

 

作業室の中の転石は，まだましな方であった。それらは，ウォーターシャフトで引き揚げる前

に処理可能な大きさに砕く必要があり，決して楽な作業ではなかったが，少なくとも比較的適当

な状況の下で処理することができた。しかしながら，沓の下側や枠組の下側で見つかった転石は，

どれもが一大事であった。例えば，沓の下側からの転石の除去は，以下のように行われた。 

 

転石が内在する地盤は，作業と同じくらいの速さで掘削した部分に水が浸み出してくる状況で

で，転石はツルハシとショベルを使って掘り出す必要があった。その後，水中で転石に手作業で

穴を開け，吊楔が差し込まれた。その吊楔は，ある種の吊上げ治具を取付けることができる鉄製

アイボルトにぴったり適合するものであった。 初の頃には，2 台の滑車装置を用いて 30～40 人

の作業班がロープを強く引き，他の人々がウィンチとバールで猛然と作業して，引き出そうと試

みた。だが転石がびくともしない場合が頻繁に発生した。そのためローブリングは，供給シャフ

トを通して水圧ジャッキを搬入した。これらのジャッキは，昇降機能の代わりに牽引機能を持た

せるように設計されたもので，2～3 トンの牽引能力を有していた。そのようなジャッキの水圧室

は，ピストンの下側ではなく上側にあり，ピストンロッドには昇降台の替わりに端部に大きなフ

ックを備えていた。このフックを転石の鉄製アイボルトに装着する一方で，ジャッキの反対側を

も近いしっかりした木材あるいは可能であれば天井に，しっかりと鎖で連結した。そしてジャ

ッキポンプを動かすと，ローブリングが言ったように，それがたいへん有効な装置であることが

判明した。巨大な瞬間応力が作用し，転石がそれに抵抗できずケーソンの中に滑り込んで来て，

その場所で破砕された。 

 

転石がケーソンの外側に数フィートも出ていると思われる場合，内側に引き込む作業は行われ
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なかった。むしろ，転石のケーソン内側の部分を，ケーソン切刃の障害にならないように完全に

取り除けるまで，ゆっくりと砕かれた。 

 

しかし，どちらの方法で処理するにしても，沓の下側の数個のかなり大きい転石は，3～4 日間

ほどあらゆる作業を遅らせてしまった。そのような遅れは腹立たしいことであり，時が経つにつ

れて，そのような状況がますます多くなった。そして，器材が壊れ始め，ウォーターシャフトが

想定したほどに機能しなかった。大きいクラムシェル・バケット，7 インチの爪を装備したバケ

ットは，素晴らしくみえる機械であった。通常の状況の下では，バケット 1 台で，日あたり千ヤ

ード（300m）以上を浚渫することができた。これは，少なくとも理論的には，その機材を利用す

れば，主塔基礎部分の撤去すべき土砂全量を約 1 ヶ月間で引き揚げられる計算であった。だがバ

ケットが壊れ続け，ウォーターシャフトの 下端の下側が詰まったりしていた。実際には，その

作業には 5 ヶ月を要した。ローブリングが書いているように，この期間は，絶えず苦労と心配を

重ね，ひっきりなしに故障・補修を繰り返し，可能な場合は必ず改善するという絶え間ない研究

の 5 ヵ月間であった。すくい上げる効果のあるバケットの爪は，岩石を掴むため１日持ちこたえ

ることがなかった。2 台のバケットを常に使用させるために，3 台が修理中であった。ローブリン

グは「実際に一度は，そのバケットを海中に放り投げたくなった時があった・・・」と述べてい

る。 

 

初期段階での 大の誤算は，バケットが当初想定したようにウォーターシャフト下端のシャフ

ト用の穴（溜水地）さえ掘削できないことであった。ローブリングが言ったように，大抵の場合

バケットは，水溜りの中の土砂を動かしておくために 1 組の作業員が溜水地を常にかき回し続け

ない限り，穴に投棄される材料さえ咥え込むことができなかった。しかし，それでも，溜水地の

底には一杯に詰まり，繰り返し，手作業で掘り出す必要があった。 

 

掘削された土砂は，石と粘土が固まり，実際に数時間で溜水地が埋まってしまうような驚くべ

き性質であった。そのため，溜水地には，一度に全て石だけを投入し，その後に粘土を単独で投

入する必要があった。使用したバケットの種類は，それが掴むことができる石であればどのよう

な石でも引き揚げることができた。だが，そのような石やかなりの量の割れた転石は，バケット

がうまく掴めるように溜水地にちゃんと置く必要があり，一度に 1 個の石を排出できるだけであ

った。変な置き方をされた石がシャフトの下側に噛んでしまう状況は頻繁に発生し，そのような

時はいつでも，どうしたらよいかを確認するために，誰かがその下にもぐりこむ必要があった。

ローブリングは「肺が圧縮空気で満たされている時，人間は 3～4 分ほど水中に潜っていることが

できる」と書いている。どうやら，彼は個人的な体験からこのことを理解していたようである。 

 

ケーソンの他の区域から溜水地に運搬して投入するあらゆる土砂は，言ってみれば浚渫処理用

にちゃんと準備することができたが，ウォーターシャフトの溜水地内部にトラブルが頻繁に発生

した時や，溜水地が一杯になってしまった時には，1～2 日間をかけて，シャフト天端を鉄製の蓋

で密封し，圧縮空気で水を強制的に排出して溜水地を無水状態にし，手作業で溜水地を 6～8 フィ

ート（1.8～2.4m）の深さまで掘削した。そして，この作業状況が続く（平均して 2 日程度）間ず
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っと，他のシャフトで全ての浚渫土砂を引き揚げる必要があった。実際に，溜水地をこのような

方法でまさに片づける必要がある時が結構多く，またバケットを修理する時も多かったことから，

ウォーターシャフトは，ほとんどの場合 1 台だけが稼働しているような状況であった。 

 

さらに作業を 1～2 日間休んで，ケーソンの沈降が停止したときはいつでも，その直後のケーソ

ンの沈降の動きは全く不規則で，不意に発生し，予測することもできず，沈降開始は制御不能な

状況であった。これはケーソンの周辺の地層が締まることが原因であり，ゆっくり打ち込まれる

杭の周辺で生じるものと同じであると，コリングウッドは説明していた。「こうした時に，ケーソ

ンの沈降を開始させることは不可能なようにみえる。また，一旦沈降が始まると，ケーソン下端

に設置した木製ブロック積を壊してしまうまで，ケーソンの沈降を止めることはできなかった」 

 

一度，機材の故障で数日間ケーソンの沈降が停止していた後で，再び沈降を始めさせようと，

通常の対応を全て実施したが，無駄であった。ブロック受台を緩めて沓の下の障害物を取り除く

ことで，ケーソンを保持する部分を全て外して，まさにケーソンが吊られた状態にしても，動か

なかった。作業員達は，これにどのように対処すべきか全くわからなかった。しかしながら，ケ

ーソンが沈下する際に，どれほどの周面摩擦力に対処する必要があるかを，技術者達に概略計算

する機会を与えたという点で，その出来事は本当に重要であった。コリングウッドはそれを計算

して，後に土木学会の会議で報告している。それによると，その時点で潜函内の平均気圧は 1 平

方インチあたり 17 ポンド（1.2kgf/cm2）であり，圧縮空気だけによる上揚力は 20,400 トンであっ

た。柱と枠組の支持面では約 625 トンを支持し，ケーソンの外側縁ではおそらくそれと同程度を

支持すると推定され，合計上揚力はおよそ 21,650 トン近くとなった。一方，ケーソンの総重量は，

その時点で，天端の石積部分を含んで，27,500 トンと評価された。したがって，ケーソンが動か

なかった場合，周面摩擦のみで支えられている重量は 5,850 トンであった。これは，ケーソンを

わずか 1 インチ（2.5cm）だけ沈降させる場合でも，他の全ての作業と一緒に，ケーソンの外側面

の 1 平方フィートあたり約 900 ポンド（1 平方メートルあたり 4.4 トン）の摩擦力にも対処する必

要があることを意味していた。 

 

 

 

関係者全員の身体的不快感に追い打ちをかけるようにブローアウトが続発し，その頻度はロー

ブリングが予測したよりも多かった。どちらか一方に空気が吹き出す毎に，その反動による波浪

が発生した。作業中の地面では，膝の高さになるくらいに河川水が流入し，空気圧で何とか強制

的に排出した。ブローアウトは，潮流の変化が原因であることが多かった。その変化は，初期の

段階ではケーソンの内側と外側の圧力のバランスに影響を及ぼし，ローブリングは明らかにその

ことを予測していた。だが，通過する蒸気船の航跡でさえ，ブローアウトが発生する程度の水位

変動の原因となり，この変動は突然に発生した。 

 

ケーソンを重くするために，掘削した土砂の一部をケーソン天端の石積みが行われない部分に，

積み上げた。残りの土砂は，台車に積み込んで傾斜した通路上を走行させ，河岸に停泊している
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大型の平底船まで降ろした（一旦，ケーソンの位置決めをした後で，こちら側は他と同様な仮締

め切りと桟橋で締め切り，通路と石積用台車の転回場所を設置していた）。 

 

終的には，ケーソンが河床から約 10 フィート（3m）下がった時点で，水は全く入ってこな

くなった。それは，ケーソン外側の周辺の地盤が堅く締まっていたからであった。その時点で，

転石を撤去する作業員達は，とても驚くような新しい現象に直面した。コリングウッドが書いて

いるように「大きな転石を撤去する際には，ケーソンの外側に 3～4 フィート（0.9～1.2m）の完

全な空間が作られることは珍しいことではなかった」。このようなことが発生したとき，誰か一人

がケーソンの区域を超えてその中に這って入って行き，すなわち，本人の度胸は言うまでもなく，

そのような空間の神秘的な特質を劇的に表現したこともあった。 

 

作業の進捗を高めるために，ローブリングは転石撤去作業に専任する 40 名の特別作業班を組織

した。特別班は，夜の 11 時から朝の 6 時まで正規の作業班が入ってくるまで作業を行った。やが

て誰もが，その仕事に段々と慣れてきた。ウィリアム・キングズレーの言葉によれば，ローブリ

ングは「仕事に対していつでも絶え間なく全神経」を注いでいたが，特に重要な場面では「彼の

存在と尽力は異彩」を放っていた。彼は自分の父親のように，彼のあらゆる部下に多くのことを

要求し，自分に対しては更に多くの事を要求した。 

 

何週かが経過し，付加した重量の効果があった時は，いつでも作業室の気圧のわずかな低下で

驚くべき効果が出ることに，ローブリングは気づいた。空気圧縮機を少し低速にすると，ケーソ

ンは，より確実にただちに沈降した。それが 1200 トンを負荷する簡単で容易な方法であり，必要

な時にはいつでも，必要な時間だけ利用できる方法でもあった。 

 

しかし，ケーソンが約 20 フィート（6m）の深さ，すなわちローブリングが沈めようとしてい

る深さのおよそ半分に達した時，大きな転石が大量に出現し，爆破を始める以外の選択肢は残さ

れていなかった。 

 

転石に対して火薬を使う着想は，もちろん当初から考慮されていた。その方法はあらゆる時間

や労力を明らかに節約できそうであり，ケーソン内部での状況が次第に厳しくなり絶望感を抱か

せるようになるにつれて，作業員達はある程度の危険性を含んだ方法でさえ，試してみる気持ち

になっていた。しかしローブリングは見合わせていた。そのような高気圧の状況での激烈な震動

が，作業室内のあらゆる作業員の鼓膜を破ってしまうかもしれないと，ローブリングは推測して

いたからである。爆発による煙で空気がさらに有害となり，確実にそれまでの状況より，更に不

快な状況になる可能性があった。エアロックの蓋やバルブが損傷する可能性もあった。 

 

だが，彼が も恐れていたことは，ウォーターシャフトへの影響の可能性であった。ケーソン

内の作業室とあらゆる作業員の上側にそそり立つ 2 本の巨大な水柱は，作業室の圧力だけで，そ

こでのきわどい釣合いを保っていた。安全性の余裕はちょうど 2 フィート（0.6m），各々の溜水地

の水面から各々のシャフトの 下端までの距離に相当する水頭差であった。ケーソン内部での爆
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発は、急に溜水地の水位を低下させ，下方から空気が漏れ出す可能性があったと，ローブリング

は説明している。言い換えると，ウォーターシャフトが吹き出す可能性もあった。全ての圧縮空

気が，1 回の突然の爆風の中で漏れ出し，ほぼ確実に次のような即時の影響が発生するかもしれ

なかった。つまり，作業室が瞬時に減圧されて，いわばケーソンの全重量がいっせいに降下して，

支持ブロックや枠組，切刃を壊してしまう。その衝撃は，あらゆる内部の支持部とあらゆる作業

員を押し潰してしまうほど大きいかもしれない。そして，その作用の早期に河川が流れ込み，全

員を溺れさすことになるであろう。その影響が，ケーソン天端でどのようになるかは予測困難で

あったが，シャフト内の水の爆発が，大爆発とほぼ同じ程度と仮定することは現実的であった。 

 

それでも，そのような予測がいかにハッとするような状況であったとしても，全て仮説に基づ

いた事柄であることをローブリングは認識していた。参考にすべき，過去の実績もなかった。そ

のため，彼が正しいかどうかにかかわらず，調査が必要であった。運が良ければ彼の考えが間違

っているかもしれなかった。彼は調査することにした。 

 

ケーソンのいろいろな場所で，彼は更に多量の弾薬を詰めて，回転弾倉拳銃を連続して発射す

ることから始めた。この試射で，本当に安全で有害反応が発生しないことが明らかになった時点

で，少量の爆破用火薬を，導火線を利用して爆発させた。そして爆破力が，作業に必要となる状

態となるまで，徐々に火薬の量を増やしていった。その震動で特に誰も困ることはなく，エアロ

ックやウォーターシャフトに，なんら目立った影響を及ぼすこともなかった。ローブリングは「硝

煙は，明らかに邪魔であった。それが濃く立ち込めて 30 分以上も作業室に充満し，視界不良とな

ってしまった」と述べている。この結果を踏まえ，爆薬を優れたライフル用火薬に変更して，硝

煙を著しく軽減した。 

 

結果は素晴らしいものであった。作業は，少しの手間でこれまでに無いほど進行した。岩に爆

破装薬用の穴を明けるために，長い鋼製ドリルを打ち込み，装薬を中に突き固めて爆破を実施し

た7。ローブリングは「1 回の爆破作業で 20 箇所の爆薬に点火した。作業員は，飛んでくる破片が

当たらないように，隣の作業室に移動するだけであった」と報告している。硬い結晶質のトラッ

プは，硬い片麻岩や砕けやすい石英質の転石に比べ簡単に割れた。トラップは，常に 3 個の等し

い大きさの転石にきちんと割れた。ケーソンは，それまでの 1 週間に 6 インチ（15cm）ではなく，

今や 12～18 インチ（30～45cm）で沈降し始めた。 

 

ケーソンの北米松製の天井に燃え移る火に用心して，作業員は，沓の下に装填する爆薬で沓本

体を傷つけないように 善を尽くした。だがこの時点で，沓は少しくらいの損傷は，あまり問題

とならないような状況であった。被覆鉄板は曲がったり裂けたりしており，沓自体に亀裂が入っ

たり，多くの箇所でひどく押しつぶされていた。 

                                                        
7   ほぼこの時期に，ウエスト・バージニアのビッグ・ベンド・トンネルの工事中に，ジョン・ヘンリーという

黒人の鉄道員が，まさにそのような鋼製のドリルを，どんな男性よりも素早く打ち込んだと言われている。そ

のために，彼はアメリカで も偉大なバラードと呼ばれた歌の中で，不朽の名声を与えられることになる。ヘ

ンリーは，おそらく 1870 年頃に蒸気ドリルとの競争中に亡くなっている。そのような蒸気ドリルは，この橋梁

のケーソンでは使われていなかった。 
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沓の下側に残っている転石を処理する便利な方法のひとつが，向こう側までまっすぐな孔を開

け一番奥に装薬を装填して，ケーソン内側に転石をまるごと取り出すことであった。その時点で

遭遇した一部の転石には，長さ 14 フィート（4.3m），直径 5 フィート（1.5m）のような巨石もあ

った。 

 

 

 

ニューヨークとブルックリンの人々にとって，そのような全ての作業内容は，どことなく現実

離れしたことと思われていた。河床の下側に沈降して行く巨大な木製の作業室の全体の概念を，

十分に理解することは少し難しく，そこに出入りする作業員は別の人種のように思われていた。

所詮は，これら全てが全く不自然なことであった。ヘラルド誌は「これらの橋梁のケーソンのう

ちの一基は，夜から昼の間に，また昼から夜の間に，変わってゆく。そして，蒸気曳船は，その

木製小塔から赤や青い光を照らして巨大な蛍のように川のまん中を静かに進み，これらの水中の

巨大構造物を徹底的に調査し，浚渫し，溝を掘り，穴をあけて爆破を行っている・・・。地中に

潜った橋梁技術者の仕事は，永遠に進行する流れのようである。その流れは，昼間の太陽でも夜

の静かな星でも途絶えることはない。作業班が解放されて交替し，日に焼け汗をかいた作業員の

一団が，お互いに目立たない静かな決意を持ちながら，鉄製のエアロックの昇り降りを続けてい

る」と書いている。 

 

ケーソンの内部での純然たる肉体労働は，これまでと同様に激しく，作業もあらゆる点でこれ

までと同様に不安であった。また，ケーソンが更に深くなるにつれて，作業員は圧縮空気に対す

る不快感を強く感じるようになった。 

 

作業は，日曜日を除き 24 時間体制で 8 時間の 3 交替制で進められた。第 1 シフトは朝 6 時にケ

ーソンに降り，第 2 シフトが午後 3 時に，第 3 シフトの特別編成の夜間の一団は，夜 11 時に降り

ていった。ほとんどの作業員は，ケーソン内で目一杯の 8 時間を過ごし，各自の弁当箱を持って

ケーソン内に降りて行った。彼らの言い分では，そのような環境での作業は，極めて激しい食欲

をもたらし，一般的な食事は，パンとチーズあるいは牛肉の大きな厚切りをビールで流し込し込

むものであった。 

 

1 日 2 交替の作業は，それぞれ 112 名の作業員で構成し，一方夜勤では，ローブリングはおよ

そ 40 人の精選された作業員に抑えた。だから，ケーソン内部で働く全作業員は，およそ 264 名で

あった。上側のケーソン天端では，浚渫装置を操作する 2 交替と，下側から引き揚げた土砂を処

分する 2 交替があった。さらに，圧縮機と巻上げエンジンを稼働させる者，鍛冶屋，整備士，ケ

ーソン内の照明用ガスの面倒を見る作業員，大工仕事を行う約 25 人の作業員，石積み作業を行う

30 人の作業員で，地上の労働者の合計はおよそ 100 人であった。 

 

しかし，ケーソン内での仕事に 初から就いていた作業員の数は，割合的にはとても少なかっ
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た。労働時間記録簿によると，ブルックリン側ケーソンでは，工事の 初から 後までに合計 2,500

人のさまざまな人々が働いた。それゆえ，これは，作業員達が大挙してやめていたことを意味し

ており，平均で 1 週間に 100 名の割合で，他の言い方をすれば，毎週 3 人のうちの 1 人の作業員

が，この巨大な橋梁の建設にはこりごりしたと判断して，仕事をやめて再び戻ることはなかった。 

 

もちろん注目すべき例外もあった。マイク・リンチという作業員は，まさに 初のシフトでケ

ーソンに入り，そして 後にケーソンを出た作業員であった。彼は，ケーソン内で働いた 10 ヶ月

間で 1 時間の欠勤も全く無かっただけでなく，時間外労働をして，日々の割増手当も儲けていた。

ウィリアム・キングズレーは「彼は，あらゆる習慣にきっちりと節度があり，規則正しい。そし

て，圧縮空気の中での長時間勤務でも，何ら不都合は無かった」と書き残している。 

 

転職率がそれほど大きかったことは，驚くべきことではなかった。 

 

経営陣から提供された作業装備は極めて少なく，一般的なことだけであった。2 軒の未塗装の

木造小屋が作業ヤードに設置され，作業員が衣服を吊るすための釘やフックが並んでいた（ケー

ソン内部の温度は，沈降が進むほど高くなり，ほとんどの作業員がパンツと会社支給の長靴以外

なにも身に着けていなかった）。小屋の前には，温水や冷水の入った何組もの洗濯桶が置いてあっ

た。それが地上部で提供される作業装備の全てであった。 

 

ケーソン自体の中には，作業員が昼食を食べることができる数箇所の乾いた場所がたいていあ

った。また 1 枚の壁を隔てて，全世界の も驚くべきトイレとして考案されたものが立っていた。

それは，空気圧式トイレとしてローブリングの公式報告書の 1 冊に記載されており，蓋の付いた

木製の箱と木製の天盤を通過して上まで通じる大きな鉄製パイプで構成されていた。箱には半分

ほどの水が満たされており，その中身を排出するたびにバルブを開けて，ケーソン内の圧力で，

全てのものを細かい霧の形にして，上方へ瞬時に吹き飛ばすものであった。だが，この特殊な装

置は，作業がしばらく進むまでは設置されなかった。それまでは，ウォーターシャフトの下側の

溜水地や片隅の手近な場所が，同じ目的に利用されていた。ローブリングが一般的な作業要領を

説明しに来たとき，その臭いで嗅覚が麻痺してしまったと記録しており，その臭いを「作られた

空気」と呼んでいる。彼は「これは自然の思慮深い恵みである。なぜなら，ひどい臭いはケーソ

ンの中が彼らの家になっている証拠だ」と述べている。 

 

通常の労働者に対する賃金は，1 日 2 ドルであった。しかし，ケーソンが 28 フィート（8.5m）

の深さに達した後，それを改定することが決まった。悪い空気，全体的に増加した不快感，より

深くなると仕事が更に危険になっていく状況が広く知られるようになったこと，これら全てを踏

まえた賃金の値上げが必要となり，経営陣が決断した。その時点から賃金は 1 日 2.25 ドルとなっ

た。 

 

それでもなお，辞めてゆく作業員が続いたが，辞めたあらゆる人にとって，少なくとも次の仕

事に就くことが結構な心配事であった。彼等のほとんどは，どんな種類の仕事でも欲しくてたま
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らないアイルランドやドイツ，イタリア系の移民であり，彼らの多くはイーズのケーソンに入っ

ていった人々のように薄着で栄養不良であった。 

 

しかし，ケーソン病に罹るという話や心配事があっても，ケーソン内部の圧力が段々と増加す

るにつれて，その病気の恐れが大きくなることがあっても，今のところほんの数人だけが，いく

らかの悪影響を経験しただけであった。 

 

1 ポンド（0.454kgf，0.07kgf/cm2）の空気圧は，塩水の 2 フィート（60cm）高さに等しいので，

ケーソンを 2 フィート（60cm）沈下させる毎に，空気圧を 1 ポンド増加させる必要があった。エ

ンジン室の計量器は，潮流の高さと空気の圧力を示していた。それまでのブルックリン側ケーソ

ンでの 大気圧は，通常気圧を上回る 1 平方インチあたり 23 ポンド（1.62kgf/cm2）であった。す

なわち，イーズのケーソン内でジェームズ・ライリーが死亡した日の圧力に比べて 10 ポンド

（0.70kgf/cm2）ほど低かった。セントルイスでは，もう何人かが悲惨にも亡くなっていたが，ブ

ルックリンでは，軽い症状がでていただけであった。足に若干の麻痺が生じた程度であった。3

～4 人の作業員がほんの少しだけ心配であったが，今までのところ技術職員には何ら心配もなか

った。 

 

イーズと同様にローブリングも，症状が出た全員が新しく採用した作業員であることに気づい

た。彼らの不調を軽減するためにローブリングがとった対策は，彼らをすぐにケーソン外の作業

に就かせることであった。その時点で，ローブリングが直接その状況を確認し，自分が作業員と

同じように圧縮空気中で多くの時間を過ごしてきたことを踏まえ，作業時間を短くするイーズの

システムが 良の防止策であると確信し，ニューヨーク側ケーソンでは，その同じシステムを採

用すると言っていた。「実施すべきことは，その症状を励起させる原因に人体が晒される時間を減

らすことである」とローブリングは言っていた。高圧状況における酸素吸入量の増加が，何らか

の損傷をもたらすと，彼は考えていた。「作業環境がこのような異常な事態で苦労する原因は，1

分間あたりの吸入数が，無意識のうちに 30～50 パーセント減っていることにある。したがって，

圧縮空気に曝される時間を短くすることが，危険性を減らすことにつながる」と述べている。 

 

しかし作業スケジュールの変更は，ニューヨーク側の施工まで待つことになった。それは，ブ

ルックリン側ケーソンが，セントルイスで発生している状況になるほどの深度ではなかったから

である。なおセントルイスでは，イーズが特別な病院船を常備し，常勤の医者を雇って，特別食

を処方し，休息に関して厳しい規則を指導していた。この時期のイーズの作業員達は，ケーソン

内での 1 度の作業をわずか 1 時間に制限されていた。 

 

しかしそれでもなお，ブルックリン側ケーソンで働く作業員は心配していた。作業が健康にと

って危険であることは皆が感じており，これまでにないほどの著しい疲労感を，誰もが感じてい

た。コリングウッドは，一日中ずっとケーソン内部にいると疲れ果てたと感じるようになり，何

日間も体調が不調になると話していた。やがて，晩秋で気候が寒くなった頃，何十人もの作業員

がひどい風邪と気管支炎にかかり始めた。エアロック内の急激な温度低下が原因であった。作業
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員は，いつも作業が終わると，体温が高く疲れて汗をしたたらせた状況でエアロックに入り，少

なくとも華氏 80 度（27℃）から華氏 40 度（5℃）への急激な温度低下を感じていたはずである。

ローブリングは，エアロック内を下側の作業室と同程度の温度に保つように，蒸気コイルを設置

したが，それでも作業員は一旦ロックから出るときに，肌寒い外気に触れなければならなかった。 

 

また，いつでも作業中の人々の間で，苦しそうな空咳が普通にみられるようになった。ロウソ

クの煙と爆破がその原因であると言われていた。 も長い期間にわたってケーソン内で作業して

いた人々は黒っぽい唾を吐くことができ，作業が完了して数ヵ月後でも，それができたようであ

る。 

 

しかし， も皆を悩ました事といえば，頭上に載っている全ての重量と外側の河川のことであ

った。いつか遅かれ早かれ何かが間違った方向に進み，全員が鼠のように溺れるか，窒息するか，

押し潰されるかして死んでしまうのではないかという口にしづらい恐怖感であった。その後，彼

ら全員の命を預けている平衡というものが，いかに頼りないものであるかをまさに裏付けるよう

に，のちに「巨大ブローアウト」と呼ばれる現象が発生した。 

 

 

 

それは，朝の 6 時頃それも日曜日，僅かな作業員しかその周辺にいなかった時，これ以上の偶

然が起こりえないような状況で発生した。イーズの現場では一週 7 日間の作業としていたが，ロ

ーブリングの現場では安息日（通例では日曜日）を設けていたと記録されている。これは神の加

護であると言われており，ブルックリン中で感謝が捧げられ，海軍ヤードの近くのアイルランド

人居住区が特に熱烈であった。それがその週の別の日に発生したとすれば，どれほどの未亡人が

残されたかは神のみが知っていると，人々は噂していた。 

 

とても静かな早朝に，突然ものすごい轟音が発生した。実際に爆発状況を目撃した数人は，他

のどのようなものより，まるで火山のようであったと話している。それは，まるで河川が爆発し

たように，水や泥，石などの柱を 500 フィート（150m）ほど空中に放出し，周辺の区域の船舶や

波止場，住宅の上に黄色い水と泥を浴びせかけた。その柱は 1 マイル（1.6km）先からでも目撃さ

れ，その轟音は，人々が玄関から飛び出してフルトン通りを滅茶苦茶に駆け出し始めるほど，恐

ろしいものであった。近所の人々全員が逃げ回った。ローブリングはそれを殺到と説明した。「フ

ェリーの通行料収集員でさえ，現金箱を放り出してしまった」と彼は述べている。 

 

その時，ケーソン内部には誰もおらずケーソン天端に 3 名の男性だけがいた。その 1 人である

現場警備員は，ウォーターシャフトに向かって殺到して吹き付ける空気の流れが，足元を殴り倒

すほど強烈で，晴れ着を台無しにしてしまったと後で述べている。その後，彼は石が当って倒れ

てしまい，それ以上の事は何も覚えていなかった。他の男性の 1 人は河川に飛び込み，一方 3 人

目は，積まれた石炭のなかに潜り込もうと試みた。そして一瞬にして全てが終わり，全ての事が

前と同じように静かになった。両方のエアロックの扉が開いたままとなり， 初で 後のことと
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して，水中のケーソンに日光が降り注いだ。静けさが続いたが，それは短かった。数分以内に何

が起こったのかを見ようとして，フルトン通りに向かって野次馬が殺到した。 

 

作業関係者から，ローブリングとコリングウッドの他に 1～2 名が，すぐさま現場に出向いた。

彼らは，蓋の無いウォーターシャフトにホースを差し込み，エアロックを閉めて，約 1 時間でシ

ャフト水位を 31 フィート（9.4m）の高さに戻し，作業室の圧力を 15 ポンド（1.05kgf/cm2）に戻

した。損害を確認するために作業室に降りる際は，ローブリングが先導した。「ケーソンへの 初

の立ち入りは，かなり心配しながら実施した」と彼は書いている。だがローブリングが，後に取

締役会に報告したように，恐れていたような壊滅的な結果は，信じられないほど全く発生してい

なかった。 

 

発生した総沈降量は，合計で 10 インチ（25cm）であった。枠組と柱の下側の全ての

ブロックは完全に押しつぶされ，地盤は降伏して圧縮過多の状況であった。しかしなが

ら，枠組損傷はどこにも発生しておらず，曲りも発生していなかった。もちろん，ブロ

ーの鉾先は沓とケーソン側壁に向けられていた。第 2 作業室の 1 個鋭い転石が，被覆鉄

板を切り裂き，鋳造の沓を突き破って潰し，重厚なオーク材の側壁根太に 1 フィート

（30cm）の深さで食い込み，同時に 6 インチ（15cm）ほど，側壁内側に押し出していた。

数箇所で側壁が同程度の量で内側に変形していたが，外側に変形している事例はなかっ

た。気密性が全く損なわれなかったということは，奇跡的であった。 

 

ローブリングが設計したケーソンは，10 インチ（25cm）降下するような 17,675 トンの驚異的

なブローにも持ちこたえた。ちなみに，若干のボルト頭がねじ切れたことから，ローブリングは，

ケーソンの側壁の 9 段の頑丈な木製枠組は，その衝撃で 2 インチ（5cm）圧縮されたことが判明

した。しかしながら，ケーソンの天盤には，ウォーターシャフト近傍のわずかな沈み込みを除き，

損傷の兆候は認められなかった。なおウォーターシャフトの部分は，枠組からの支持材が も少

なくなっている箇所であった。 

 

若干の計算により，ローブリングは，一旦全ての沈降が停止しており，圧縮空気が再び作業室

に充填される前の状況で，ケーソンは 1 平方フィートにつき 23 トン（248tf/m2）の総重量を支持

していると結論づけた。これは驚異的な新事実であった。ローブリングがあらゆる事態を想定し

て，構造の中に組み込んだ安全の余裕度がいかに大きかったかを，この出来事は実証した。なぜ

なら，一旦橋梁が完成した時点での 大荷重は 1 平方フィートあたりたったの 5 トン（54tf/m2）

であったからである。すなわち彼は，ケーソンを必要な強度の少なくとも 4 倍で建設していたの

であった。 

 

言うまでもなく，ウォーターシャフトが噴出した原因は， も懸念される疑問点であり，その

答えを少し明らかにする。 

 

シャフト内の水柱の重量がいつも同じではなかったいうことが，問題であった。岩石と土砂の
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粒子は，ウォーターシャフトを通って引き揚げられる際に，クラムシェルのバケットから絶えず

洗い落されており，結果として細かいシルト分は浮遊していた。そして，これが 7 フィート（2.1m）

角で高さ 35 フィート（10.7m）といわれた水柱の中で，驚く程にその水柱の比重を増加させるこ

とができたようであり，現実に増加させていた。しかし，そのシャフトが何らかの理由等で使用

されていない時には，シルト分が沈殿して水の濁りが減少し，重量が減ることになる。だから，

ほとんど濁りのない水柱と，まだ使用中の水柱の重量には大きな違いがあり，2 基の水位面の高

さの違いは，両者がもちろん同じ空気圧で支えられているので，およそ 10 フィート（3m）とな

る。 

 

外側のケーソンの天端上で，シャフトの水位面のそのような相違は、その理由を理解していな

い作業中の人々にとって，不安を抱かせる眺めでもあった。2 本のシャフトの低い方が危険な水

位に近づき，今すぐにでも吹き出すかもしれないという状況になった時，即座の対応として，で

きるだけすばやく，そのシャフトに更に多くの水を注入することになっていた。 

 

これは，まさに 1 度ならず発生していたことである。当然，作業室内への影響として，1 基の

シャフトの下端の溜水地が瞬く間にあふれ出すことになる。そして，このことは，作業室の圧力

が漏れていると想定されるため，責任者が下側に出向くことになる。そして，ケーソン上部と下

部との間の直接的な連絡方法が無かったので，誰かがエアロックを通って大急ぎで昇って行き，

何が悪くなっているのかを見つけ出す必要があった。そのような状況のある時，1 基のシャフト

の水位が天端から約 12 フィートとなり，一方，水位の低いシャフトには大量の水を流し込んでい

るにもかかわらず天端から 21 フィートとなった。ケーソンの下で何が起こっているかが分かった

時点で，すぐに水の流し込みを停止し，各々のシャフトから水の試料を採取した。低い方のシャ

フトから採取した水は，1 立方フィートあたり 85 ポンド（1.36g/cm3）の比重であることが判明し

た。この比重は，もう一方のシャフトから採取した水の比重よりも 21 ポンド（0.34g/cm3）重かっ

た。 

 

ブローアウトした日曜日には，明らかにシャフト内の浮遊物が沈殿し，もはや水柱が内部の気

圧に抵抗できないような重さになっていた。通常の予防措置は，作業を行わない時や浚渫を行わ

ない期間に，そのような状況を見込んでシャフトに少量の水を注ぐ対応が行われていた。だがこ

の時には，それが行われていなかった。ローブリングは，父親にそっくりの感じで「この出来事

を事故と呼ぶのは間違っている。なぜなら 100 回に 1 回の出来事は，事故という名前に値しない。

今回のケースは，単に気の緩みによる当然の結果であり，設備が自らを守っていてくれると思う

ような過信がその原因である」と述べた。 

 

このとても有能な青年，ローブリングは，自分を守るような設備を自らが信頼することは，こ

れまでの人生で滅多になかった。彼は，子供のころから自分に教え込まれた正反対の意見を持っ

ていた。その後は，それまで以上にあらゆる詳細事項，特に安全対策について も厳格に配慮す

るよう主張し，また誰かがそのような事項を軽く取り扱うことを厳しく非難した。彼は「闘うべ

きことは，仕事の慣れから来る気の緩みである」と部下に話していた。 


