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図-13.1 技師長ローブリング 

(撮影 1870) 

第 13 章 謎めいた疾患 

 他の類似した作業の報告から，圧縮空気が人に，好ましくない

影響を及ぼす可能性があることが判明し，この脅威を避けるため

に，あらゆる既知の予防措置をとった。 

ウィリアム・C・キングズレー 

 

1872 年 6 月 1 日，技師長（図-13.11）と総括責任者（図-13.2）

が年次報告書を公表した時点で，ブルックリン側主塔はイース

ト川の満潮位から 100 フィート（30.5m）まで立ち上がり，一

方，対岸ではニューヨーク側ケーソンの 下端が同じ満潮位か

ら 78 フィート 6 インチ（23.9m）の位置まで沈降していた。総

括責任者の報告書の中では，ブルックリン側の主塔では，1 年

間で 14,500 立方ヤード（11,100m3）の石積工を，ニューヨーク

側主塔では 13,075 立方ヤード（10,000m3）を行ったと述べてい

る。また一方で，技師長は次のように書いている。 

 

ニューヨーク側の主塔では水面上にその形跡が見られな

いので，一般の人々は作業が行われていないと思っている

かもしれない。そのような人々に対して，私がわかりやす

く述べるべきことは，ニューヨーク側主塔の基礎の上でこ

の冬の間に水面下で施工した石材とコンクリートの量が，

水面上で今日も見ることができるブルックリン側主塔の

全ての石材の量に等しいということである。 

 

このような説明は，キングズレーの数字のように確かに正確

ではないかもしれないが，達成された仕事を想像するには見事

な方法である。ほとんどの人々にとって，ブルックリン側主塔

に相当する大きさのものが，川の底で目に見えないまま造られ

ていることについて知らされていたことは，圧力を相殺する概

要説明と，誰もが理解でき，唯一の鮮明なイメージに即座に置換できる鉛筆で描かれた木製ケー

ソンの図が全てであった。 

 

依然として，目立って見える橋梁の部分は，ブルックリンの端部にそびえる大規模な自立構造

の石積の主塔だけであった。その年の春は，ずっと不正と汚職の容疑が新聞を賑わし，ブルック

リンでは橋梁疑惑に陰口を叩かれたが，主塔上の作業は予定通りにきっちりと進んでいた。そし

て巨大な花崗岩の柱体は，数年前から確約されて，待ち望まれている橋梁の紛れもない確約の全

                                                        
1 http://www.uh.edu/engines/epi87.htm   （参照 2016-04-28） 
Rutgers University, Department of Special Collections and Archives 

図-13.2 総括責任者キングズレー

(1833-1885) 

出典：ニューヨーク市博物館 
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てであると，一般には思われていた。このような実状を一目見れば，人類が実行できることに対

する人々の信頼を取戻すには十分であり，不正な簿記を行うこと等は，本当に些細で一時的な迷

惑行為にすぎないように思われた。 

 

計画による主塔は，その外面が重厚な控え壁で分割された凹凸のある矩形であった。主塔は岸

に対して長手方向に，長さ 140 フィート（43m），幅 59 フィート（18m）で立ち上がっていた。高

さは 100 フィート（30m）程で，やはり高いというより広く感じ， 終的な高さの 1／3 を僅かに

越えただけであり，道路面の高さには 19 フィート（5.8m）ほど不足していた。しかし既に周辺の

建物より相当に高くなっていた。 

 

さらに主塔は，まるで河から飛び出して行くように常に高くなり，ゆっくりではなく，整然と

石の上に石を積み重ねて有機的に成長していた。その変化は日々気づくほどの量ではなかった。

その進捗は，時計の短針の動きのように，たまに見るとよく分かった。ある朝，ファーマン通り

のブルックリン埠頭労働者は，主塔の石積がちょっと気づかない間に，あらゆる船舶のマストを

越えたことに気づいたのかもしれない。またある夜，帰宅途中の通勤者はニューヨークから出航

したフェリーの手摺をつかみ，この巨大な無骨な柱体が，水中の足で今やブルックリンの地平線

の高まりの頂点に立ったことに，初めて実感したかもしれない。 

 

かなり無理があるが，その構造物の使用目的について，この段階で未だ知らない人がいたと想

定してみる。フェリーがまだ航路灯をつけて走行し，主塔の上で誰かが仕事を始めるまでの早朝

には，それは古代の港湾防衛設備で，左右の船の大軍を警戒している灰色の単独の狭間胸壁2と思

われたかもしれない。また太陽が昇り始めて塔の 上部を照らした時，そこに林立している櫓は

中世の軍事設備のような世界を想像させ，そのような高さからの飛翔弾道はニューヨークを襲う

のにきっと十分であったはずである。だが日中の溢れる陽射し中で，太陽が鮮やかな黄褐色の花

崗岩を輝かせている状況では，実際に主塔はとても新しく見え，おそらく天文学の巨大な観測所

とか，かなり息をのむような勝利の記念碑の台座の 初の部分のように見えたのかもしれない。 

 

だが，もちろん誰もがその本来の目的を知っており，その成長に驚嘆せざるを得なかった。ま

たその成長で，近くの他のものが小さくなっていくように見えた。フェリーハウス，とても堂々

といたフルトン通りの商店群， 新のビジネス街区は，もはやそれほど壮大には見えなくなって

いた。夕方，赤く染まった太陽がニュージャージーを低く照らし，主塔の西面で花崗岩がほぼピ

ンクになり内部から輝いているように見えるとき，主塔の背面側のあらゆるものには 1 街区以上

の範囲に渡って，主塔が影を落としていた。 

 

イーグル新聞が，地球上にはピラミッドを除いて“このような我々のブルックリンの主塔”に

匹敵する物は何もないと主張したとき，それが特に思い上がりであるとは，誰も考えなかった。

また，その時点でローブリングは，市民の想像力をかきたてるために新しい考え方を提示した。

                                                        
2 狭間胸壁とは，城壁や城の 上部に設けられ，城壁 上部の通路や当該場所で活動する兵士を防御するための

背の低い壁面のこと。一般的にはこの壁面を凹凸状にして凹部を狭間として利用すると共に，凸部には狭間窓

（射眼，銃眼）が設けられることもあった。（日本語ウィキペディア，参照：2016-05-08） 
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それは，今やブルックリンの主塔を眺めるだけでなく，まさに川の向こう側の水の下に隠れてい

る同じものを思い浮かべるという考え方であった。この主塔は，川の上に立ち上がってくるまで，

川底の部分は，巨大な岩の主根のように下側へ伸びていた（ローブリングは，その記事が掲載さ

れる前の数週間で実施したことを，確実に記述した。なおその時点で，実際にブルックリンの主

塔は，約 78 フィート（24m）の高さとなっていた）。フェリーに乗った群衆が，ブルックリン側

の主塔の側面を引き揚げられているのを眺めていた全ての石材に対して，もう一方の石材はニュ

ーヨーク側のケーソンの荷重として載荷されていた。そして，塔の 上部の端のほうで一見して

大胆に働く人達は，イースト川の川底のケーソンで働く作業員に比べれば，川面からそれほど上

方に離れているわけではなかった。 

 

ケーソン内部での作業は，あと 1 ヶ月で完了することになっていた。つまり，それが橋梁建設

における 初の重要な段階の完了であり，明確な分岐点であった。この時点から，克服するべき

課題，すなわち実施すべき作業は，全く異なる性質の内容であった。ローブリングは，報告書で

この点を重視し，2 基の主塔の巨大基礎の 終段階に迎えることができたことについて，取締役

会に対して祝辞を述べている。「事業当初において，基礎は第一の技術的課題であった。今後の作

業，主塔の建設・ケーブルの張り渡し・上部工の架設等は，全てこれまでに他の橋梁で，規模は

小さいものの経験済みの作業であり，“事業全体の成否は主塔の基礎にかかっていた”」と彼は述

べている。それから彼は，まるで補足説明のように「相当の危険性とある程度の不確実性は，そ

れらの建設には必然的に含まれている」と述べている。 

 

 

 

1871 年 9 月の 初の週末までに，ケーソンを設置するための広範囲の全ての準備作業は完了し

ていた。主塔は， 29 番埠頭と 30 番埠頭の間でこれまで 2 基のフェリー乗降路が使用していた場

所を，占有することになっていた。河床は 37 フィート（11.3m）の深さで，すなわちブルックリ

ン側の 2 倍をやや上回る深さで浚渫が行われていた。29 番埠頭から 100 フィート（30.4m）離れ

た位置に巨大な杭桟橋が建設された。それは新しい基礎と川岸との間で，桟橋自体が 100 ヤード

（91.4m）以上の長さを有する橋梁構造であった。桟橋の端部には，ケーソン用の四角い囲いが 6

インチ（15cm）の松矢板で造られていた。これは潮流の力を弱めるための囲いであり，潮流はニ

ューヨーク側のほうが明らかに強かった。 

 

29 番埠頭の端部で実施したボーリング結果によると，基盤はいずれの場所でも 77～92 フィー

ト（23.5～28.0m）で確認された。ケーソンをどこまで沈める必要があるのか，すなわち基盤位置

を明確にするという基本的なことでさえ，いまだに決定すべき項目であった。しかしいずれにせ

よ，地層は 15～20 フィート（4.6～6.1m）厚の流砂層を含む主として礫層と砂層と思われた。ブ

ルックリン側の地層とは，まったく異なっていた。 

 

必要な機械類は埠頭に全て設置されていた。それらは，ブルックリンで使用したものと同種の

3 基の巨大ブームの揚貨装置，従来と同じクラムシェルを有する浚渫機，巻き上げ機，蒸気機関，
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図-13.3 ニューヨーク側ケーソンの構造 
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杭打ち装置などである。作業場や事務所も建設済であり，作業場として鉄工作業小屋やセメント・

工具・雑貨用の小屋，圧縮機の収納小屋があった。圧縮機の小屋は も大きな建物で，空気ポン

プ機械類が設置されていた。その機械類は 13 台のバーリー圧縮機で，各々が独自の蒸気ボイラー

を有する設備でそれが 1 列に並べられていた。ブルックリン側ケーソンでは 6 台の圧縮機が使用

されていたことに比べると，さらに大規模な設備となっていた。 

 

9 月 11 日に巨大な木製の函体（図-13.33）が，アトランティック係留地から曳き出された。そ

の係留地では，進水以降 4 ヶ月かけて，その天端に木製の７段の追加の段積が行われ，その隙間

全てにセメントを敷き詰めた段積工が施工されていた。一旦，川側を杭構造で締め切り，ケーソ

ンを 終的な位置に固定すると， 終的に 10 段までの段積みを追加し，構造全高は 31 フィート

（9.5m）に達した。 

 

今回は特殊な対応として，環形動物4に対する防護対策が実施された。その防護は，ケーソンが

浮いている時と，川底の下側に完全に埋められる迄にのみ，必要なものであった。川底では，環

形動物である舟喰虫は，決して侵入することはなかった。だがこの微細な動物は，直径が 1/16 イ

ンチ（1.6mm）未満で，水が通り抜ける隙間を開けることができるので，その予防措置はかなり

しっかり実施する必要があった。あらゆる外側の継目には，コーキングが行われた。全ての外面

は，コールタール・松脂・水硬セメントの合成塗料で厚く塗られた。この塗料は全くそれ自体で，

舟喰虫の穴明け器官を鈍くするのに，十分な成分と粒度を有していると考えられていた。さらに

函体は，4 側面全てと 6 番目の段積の上面を，1 枚のブリキシートで覆うように仕上げられた。ブ

リキシートの全ての継ぎ目には，気密となるようにハンダ付けが行われ，全体のブリキシートの

                                                        
3 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AmCyc_Caisson_-_Caisson_of_East_River_Bridge.jpg （参照 2016-05-09） 
4 動物分類上の一門である。体形は一般に細長い円筒形で，前後に連なるほぼ同じ構造をもった多数の体節から

できている。多くは海産で，淡水産・陸産のものもある。ゴカイ・ミミズ・ヒルなどを含む。（大辞林第三版よ

り） 
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下面と上面の両方に，タール紙の層が敷かれた。 後に，ケーソン全体が，クレオソート（防腐

剤）を浸み込ませた 4 インチ（10cm）の北米松材で覆われた。 

 

ローブリングは「巨大な木製の基礎は，今や完璧となった。その基礎は、作業室の天盤の上側

は 22 フィート（6.7m）の堅固な木材でつくられており、ブルックリン側ケーソンよりも 7 段多く

積まれた構造である。そのような構造物の強度は高さの 2 乗に比例するので、ブルックリン側ケ

ーソン天盤のほぼ 2 倍の強度があると考えてもよい」と書いている。 

 

2 基のケーソンは，一般的な構造部に関しては，ほとんど同一であった。ニューヨーク側ケー

ソンの側面部は今回も北米松材で造られており，上端で 9 フィート（2.7m）の厚みから下端で 8

インチ（20cm）幅の鉄製の切刃となるような先細り構造であった。天盤に使われた木材は今回も

1 フィート（30cm）角であった。作業室内の頭上スペースは前回と同様に 9.5 フィート（2.9m）

であった。新ケーソンの基部寸法は，172 フィート（52.4m）×102 フィート（31.1m）であり，ブ

ルックリン側ケーソンよりちょうど 4 フィート（1.2m）だけ長くなっていた。前回より重厚な天

盤は，ローブリングが想定した更に著しく大きな荷重を支えるように造られていた。その理由は，

このケーソンが前回よりもさらに深くまで沈める必要があり，したがって更に多くの石材を積載

する必要があったからである。しかし，更に他にも何点かの相違もあった。 

 

作業室内面を覆った鉄製ボイラー板による薄い被覆は，防火機能を提供するだけでなく，ケー

ソンの気密性を更に高める効果があった。そして内面全体は，可視性を改善するために水漆喰（白

色）が厚く塗られた。今回のウォーターシャフトは，角形ではなく円形に変更されていた（ロー

ブリングが決めたこの構造で，シャフトは強度が更に向上することとなった）。そのうえ砂を排出

する手段として，およそ 50 本の 4 インチ（10cm）径の鉄製パイプが作業室の至る所に設置され

た。 

 

ブルックリン側ケーソンでは，下側の作業員と徐々に立ち上がってゆく主塔天端の作業員との

間での連絡手段がなかった。しかし今回は，ペイン大佐が単純で独創的な機械的伝達システムを

考案した。排砂管のうちの 1 本の下側に蓋をして，そこに 1 インチ（2.5cm）管を通過させて，管

の上下端に索引指針を付けた。上下の両指針の下側には，あらゆるパイプとシャフトの位置を示

したケーソンの小さな配置図を置いた。この管を回転させることで，当面の処理すべき場所を連

絡することができた。更に，細い棒が管の中を通して降ろされた。そして，その棒の重量は，滑

車を通した紐に取り付けられた上側の重りで相殺されるようになっていた。そして，小さな指標

が上側と下側に取り付けられた。この指標は，垂直板上を上下に動くようになっており，その垂

直板には，“停止”，“開始”，“バケット捕捉”等の文字が印刷されていた。 

 

エアロックの配置も全く異なっていた。今回は 2 基の 2 系統のロックがあり，各々が 30 人の作

業員を収容するのに十分な大きさであった。これは 120 人全員の交代要員が一度のロックで，入

室あるいは退室ができることを意味していた。そして，そのエアロックは，ブルックリンで採用

したようなケーソンの上部に設置する構造ではなく，作業室の天盤中に組み込まれており，実際
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には作業室に 4 フィート（1.2m）ほど突出していた。各々のロックは，鉄のシャフトで囲まれた

回り階段によってケーソンの天端につながっていた。 

 

この配置は，イーズがセントルイスのケーソンで使用したものと基本的に同じであり，この特

殊な構造が，イーズとローブリングが痛烈な仲たがいをする原因となった。おそらく次のような

利点があったのであろう。今回の構造では，作業員達がエアロックから作業室内にすぐに足を踏

み入れることができ，また作業の終了時には高圧の状況で天端まで昇る必要がなかった。 

 

10 月 31 日， 後の木材の段積が完了して，新しい主塔の 初の石材が所定位置に設置された。

12 月 12 日までに，満潮時においてもケーソンを川底に固定できるほど，十分な石材が積み上げ

られた。圧縮空気の充填が行われ，ローブリング，ペイン，コリングウッドと約 30 人からなる１

組の作業班が，ケーソン内に降りていった（水深は 37 フィート（11.3m），ケーソンの木材による

段積は 31 フィート（9.5m）であったので，ケーソン天端は満潮時水位から 6 フィート（1.8m）低

い位置にあり，干潮時水位から約 2 フィート（0.6m）低い位置にあった）。 

 

さらに 2 週間をかけて，ケーソン下端の仮設床面の撤去が行われた。掘削が始まった時，その

作業はブルックリンのような困難な場所は無いことが分かったが，さらにもっと嫌な状況があっ

た。それは，ケーソンが，何年もニューヨークの主要なゴミ捨て場であった場所の中央部に建て

られるということであった。さらに街路の下水管が，今でもすぐ近くで河川に流れ込んでいた。 

 

地盤自体は，下水で黒く変色したシルト質粘土が厚く堆積しており，そこには，動物の腐敗し

た残骸やゴミ，ファリントンが“下水の醜態（sewage abominations）”と呼んだものが混じってい

た。このようなものは全て，塩水の中に埋まっている限り無臭であったが，一旦，黒いズリをケ

ーソン内部でかき回すと，圧縮空気の中でさえ本来の強烈な悪臭を発するようになったと，ロー

ブリングは書いている。悪臭は強烈で，数人の作業員がそれに耐え切れず，地上に避難するのを

補助する必要があるほどであった。ケーソンの底面全体にわたって，水の薄い膜を残すことによ

ってのみ，作業員が働き続けることができた。 

 

しかし，この臭い埠頭泥はわずか数フィートの深さであり，その下にはきれいな川砂と砂利が

現れて，状況はただちに好転した。水の薄い膜を圧縮空気で排出すると，完全に乾いた足元とな

った。またその頃には内部の灯りも十分に機能し，白い天盤と壁との組み合わせで，作業室全体

を昼間と同じくらい明るく照らすようになっていた。それ以降，巨大な木製函体は，極めて迅速

に地中に沈んで行った。 

 

地上では，その情景が大きな活力と目標のひとつとなった。記者は，その情景をこのように解

説している。  

 

ルーズベルト通りの端部，ニューヨーク側主塔の建設現場では，市内で も忙しい状

況が何か月も続いている。何十人もの作業員が，手押し車・煉瓦箱・犬釘・シャベル等
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を持って，あちこちに忙しく動き回っている。エンジンは唸りをあげ，桟橋側では荷揚

船から巨大な櫓を使って巨大な石のブロックを吊り上げ，埠頭の足元から木材を引き揚

げ，締切りの杭を打ち込み，水中の作業員達が利用するための空気を循環・圧縮してい

る。作業員達は，巨大な櫓を造る際に使用する巨大な木材を削り，かんなをかけ，鋸で

引いている。他の作業員達は，砂利をシャベルですくい，セメント用の砂を選り分けて

いる。3 人の小さな作業班は，大ハンマーを使って重厚な木材に巨大な釘を打込み，自

らの仕事を明らかに楽しんでいる職長によって，作業は着実に進められている。何人か

が大きな花崗岩のブロックの間に敷くためのセメントを他の場所に運び，石材への穴明

け・打込み・切削や鉄製レールの運搬など，あらゆる作業は工事が急速に進められてい

ることを示している。 

 

この時点では格闘すべき転石もほとんどなく，実際に砂以外はほとんどなかった。平均的な沈

降率は，1 週で約 2 フィート（60cm）に達していたが，ある時は数週間にわたって 1 日で 6～11

インチ（15～28cm）沈降させることができた。ブルックリン側ケーソンでは，掘削当初の 1 ヶ月

での悲観的な降下率は，1 週で平均 6 インチ（15cm）にも達しなかった。この時点で全ての事が

完璧に稼働していた。浚渫機がウォーターシャフトの下側の貯留池を掻き揚げる際のトラブルも

なく，砂排出管は不思議なほど機能していた。 

 

その配管をどのように利用するかは，それを試してみる時期がくるまで，明確に決めないまま

であった。砂は，イーズによって考案された新型サンドポンプを用いて水と一緒に排出すること

もできたし，圧縮空気によって吸い出すこともできた。後者の方がより単純であり，それが機能

すれば，もちろん経費も節減できる方法であった。それは，大掛かりな換気を行うようなもので

あった。内部が鉄製の外板で覆われた作業室は，実質的に空気を通さない構造であったが，室内

で生存するための新鮮な環境を維持するために，一定量の新鮮な空気をいつも作業区域に注ぎ込

む必要があった。ブルックリン側のケーソンでは，空気が刃先の下側や木製の天盤の中に漏れ続

けていたので，このような問題は発生しなかった。しかし，今回はそのようにして損失する圧縮

空気はほとんどなかった。だからローブリングは，保有している全てのコンプレッサーを利用し

て，配管を通して空気と一緒に砂を排出することを考えた。 

 

そして空気による排出方法が試され，その後サンドポンプの話が出ることはなかった。ブルッ

クリンでの状況を覚えている人々にとって，この方法は，考えられる も円滑な方法であった。

士気は 高潮となった。 

 

排砂管は天盤を通過して作業室の中へ，作業面から 1 フィート（0.3m）程度以内となるように

延長された。砂や緩んだ土，細礫は，管の周りに 2～3 フィート（0.6～0.9m）の高さで円錐形状

にかき集められた。管が開けられると，その堆積物は管の中に消えていった。その方法は極めて

整然として単純なものであり，ケーソンがさらに深くなり，作業室内の気圧がさらに高くなるほ

ど，更に効率的となった。例えば，ケーソンが 60 フィート（18m）ほど沈降したとき，排砂管の

吸引力は，14 人の作業員が１本の排砂管の周りに集まり，全力で管の下に砂をかき集めても，そ
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れと同じぐらいの速さで砂が消えて行くほどの能力があった。少なくとも 3 本の排砂管は常時稼

働しており，およそ 60 人の作業員がこの管への送り込み作業に専念しており，これは，この上も

ないほど も疲れる作業であった。再三再四，作業員を休憩させるために管を閉める必要があっ

た。 

 

砂は，天端に向かって，深刻な問題となるような速度で吹き出した。 初，鉛直の排出管だけ

の時には，砂を空中に向かって 400 フィート（120m）ほど噴射していた。このような強烈な噴出

を直角に向きを変え，ケーソンの傍に係留した大型平底運搬船へ送り込むために，鉄製のエルボ

（曲り管）を管の天端に取り付けた。だが砂の凄まじい噴出は，時にはわずか数分でエルボを削

って貫通してしまった。1 インチ（25mm）厚の鉄管エルボでは，一日の所定作業時間も持ちこた

えなかった。厚い蓋を取り付けたエルボ管や，特殊なチルド鋳鉄5の当て金を試した時には，それ

らは，2 日間だけ持ちこたえた。作業の終盤頃にはエルボ管は全く使用せず，重い花崗岩のブロ

ックを，排砂管の口の真上の支持台に設置するようになった。砂はブロックにぶつかって，反対

側へ落ちるようになった。だが砂の鋭い研磨力は，3～4 日間で，砂が花崗岩のブロックを通過す

るような孔を切削してしまうほどであった。 

 

一度，手漕ぎボートで通りがかり，舷縁で片方の手を休ませていた男性は，排砂管から噴出し

た小石で 1 本の指の先端をふきとばされた。ある時には作業員が同じように腕に孔をあけられた。

そして，下側のケーソン内部では，ある時，ファリントンが不注意にも排砂管の開放端に自分の

手を置き，そこから動かすことができなくなった。彼の腕を数人で引っ張って，何とか彼の腕を

自由にすることができた。その際，彼の手のひら全体が，栓のように管の中に引き込まれていた

ことが判明した。 

 

転石はほんの時々出現し，ウォーターシャフトの真下に現れたとき以外は，少しだけ沈降が遅

れただけであった。ウォーターシャフトの真下に現れた場合には，シャフトには蓋をしてその中

の水を排出し，空になった池から転石を掘り出す必要があり，ブルックリン側で何度も行った方

法と同様であった。だがブルックリン側に比べ，そのような時間の浪費はほとんどなかった。天

端と下端の作業員の間での，ペインが考案した“機械的な連絡方法”は，驚くほどうまく機能し

た。「ケーソンの沈降状況は完璧に管理されている」とローブリングは書いている。実際に作業は，

誰もが期待したよりも，円滑に速く進んでいた。全ての事は，理論的に想定されたように，実際

にはブルックリンを越えるようなことがほとんど発生せず，順調に機能していた。あまり予想外

のことも，起こらなかった。函内での作業員による大量で厄介な掘削作業と，地上での土砂排出

と石材荷揚げの騒がしい作業は，冬まで週 6 日間，日々続けられた。ケーソンは 4 階建てのビル

と同程度の高さとなり，着実に均等で順調に沈降し続けていた。ケーソン内部は 1 日 24 時間，灯

りで照らされており，その背後の地上では，その間ずっと，石灰石のブロックによる巨大な荷重

が，まさに着実に均等で順調に積み上げられていた。 

 
                                                        
5  チルド鋳鉄とは，外側の硬度が高く内側は粘りのある靭性のある構造をした鋳鉄のことである。具体的には，

チル化という表面の冷却速度を早めることで，金属組織的には硬くてもろいセメンタイトの量を増やす処理を

行った鋳鉄を表す。 http://www.toishi.info/metal/chilled.html 参照：2016-05-12  
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ローブリングとその部下が懸念していたことは，検討すべき 2 件の課題，圧縮空気が作業員に

与える影響と，沈降作業を停止すべき深度であった。ブルックリンでは，出現したありとあらゆ

る地層と格闘する必要があり，高圧下の作業における身体的不快感は問題の一面に過ぎなかった。

だがここでは，大型のバーリー圧縮機の水銀計は，ケーソンの沈降とともに着実に徐々に上昇し

続けていた。 

 

2 フィート（60cm）沈降するごとに，圧力は 1 ポンド（0.07 気圧）ずつ増加していた。12 月 18

日，ケーソンが水深 37 フィート（11.3m）の河床に着床した時の圧力は，17 ポンド（1.2 気圧）

であった。ブルックリン側では，ケーソンが 45 フィート（13.7m）の深さで停止したときの圧力

は，わずか 21 ポンド（1.47 気圧）に上昇しただけであった。しかし，ここではそもそも水深がか

なり深く沈降も容易に進み，45 フィート（13.7m）に達するのに僅か 1 ヶ月ほどしかかからなか

った。しかも，ケーソンの底が河床から僅か 8 フィート（2.4m）沈降したとはいえ，河床の上に

はまだ 23 フィート（7.0m）が残っていた。すなわち，巨大な木製の天盤のほとんどが，依然とし

て周りを水に囲まれた状態であった。また基盤までも遠い道のりであった。しかし，ブルックリ

ンとちょうど同じ深さ 45 フィート（13.7m）で，作業員の何人かは，かなりの苦痛を感じ始めて

おり，少数ではあるが激痛を感じるものもいた。 

 

ケーソン内部で常に作業に従事している人数は，昼間では 50～125 人，夜間では 15～30 人と異

なっていた。当初の労働時間は，2 時間休憩を挟む 4 時間毎の 2 交替制としていた。しかし，45

フィート（13.7m）時点で，ローブリングは，ケーソン内の作業員の労働時間を 2 交替で 7.5 時間

と，僅かに短縮する指示を出した。50 フィート（15.2m）で，圧力はさらに 2.5 ポンド（0.175 気

圧）上昇し，作業時間を再度 30 分短縮した。大多数の作業員は，この時点で難儀していた。例え

ば，作業交替時に地上まで昇ることがとても疲れるようになり，ローブリングは 1 基の周り階段

を取り外して，イーズがセントルイスで実施したように，蒸気エレベーターを設置したほどであ

った。 

 

ただし，ケーソンが 51 フィート（15.5m）の深さに到達する 1 月下旬までは，作業員達に深刻

な影響は認められなかった。この時点，ケーソン内の圧力が 24 ポンド（1.78 気圧）に達した時点

で，ローブリングは医者を現場近くに待機させるべきであると判

断した。 

 

 

 

医者の名前は，アンドリュー・H・スミス（図-13.36）であった。

彼は，ニューヨーク居住者で，元軍医，外科医であり，マンハッ

タン眼・耳鼻咽喉病院の咽喉の専門医であった。彼は，ローブリ

ングとほぼ同年代の男性であった。彼は 9 年後，致命傷となった

暗殺者による弾丸の場所が議論の的となった第 20 代アメリカ合衆

                                                        
6  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2262766/ （参照：2016-05-09） 

図-13.3 アンドリュー・スミス

(不明～1910) 
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国大統領ガーフィールド7の遺体の検死解剖を実施して，全国的な名声を得た人物である。とはい

え，潜函病に関するスミスの先駆的な仕事はとても重要なことであった。彼の肩書きはニューヨ

ーク橋梁会社の指定医であり，イーズの顧問医師であったジャミネット博士やその他の数人のセ

ントルイスの医者を除けば，圧縮空気によって引き起こされる不可解な疾患の原因究明に際して，

あらゆる医学面での素養を持った唯一の人物であった。 

 

スミスは，その任務をとても真摯に捉え，すぐに活動した。その第一歩は，ジャミネットが 2

年前にセントルイスで行ったように，一連の規則を作成することであった。この規則は，埠頭の

周辺とケーソン内部に目立つように掲示され，次のように書かれていた。 

 

(1) 空腹の状態でケーソンに決して入らないこと。 

(2) できるだけ肉食をとり，暖かいコーヒーをたくさん飲むこと。 

(3) ケーソンから出る際には，常に更に衣類を着込み，寒さへの露出を避けること。 

(4) ケーソンから出た 初の 1 時間は，あまり動き回らず，できれば横になること。 

(5) 酔うような飲酒は控えること。全く飲まないほうがよい。 

(6) 毎晩，少なくとも 8 時間の睡眠をとること。 

(7) 毎日，便通があることを確認すること。 

(8) ちょっとした病気でも，ケーソンには決して入らないこと。 

(9) 職場での病気の全症例を，たとえ家に帰った後で発病したしたものであっても，すぐに報

告すること。 

 

次に，彼は全ての作業者に健康診断を受けさせた。それは，心臓や肺疾患のある者，そのよう

な作業に長年従事している者，全ての明らかな酒飲みを除外する考えからであった。それ以降，

新たにケーソン内の作業に従事する全ての者は，彼が署名した労働許可を取ることが義務つけら

れた。そして，実際には数人が拒絶されただけであったが，健康診断と医者の許可が必要となる

との認識は，それに該当する体調が良くない多くの人々の就労を間違いなく阻止した。 

 

いずれにせよ，スミスは，自分が承認した作業者が 高の体調であることを確信していた。ま

た，彼は，各々の作業者が高圧状況から出てくるたびに，一杯の濃いコーヒーを飲むように気を

配った。スミスは「そのことは外気へ戻る際の徴候であった神経的な疲労を，多少軽減するよう

に見えた」と書いている。また，特別な休憩室を整備し，作業者がそれぞれの作業の後のひと時

を静かに過ごせるように，彼は 善を尽くした。だが，一旦ケーソンから出て後，大部分の作業

員が次に向かう場所は， も近くにある居酒屋であった。そこでは，仕事で生じたものすごく麻

痺したような疲労感や明白な痛みを，医者の言うコーヒーや会社が用意した狭い寝床で時間を費

やすより，かなり早く治すことができると，彼らは信じていた。 

                                                        
7 ガーフィールドは 1881 年 7 月 2 日に首都ワシントンの鉄道駅でチャールズ・ギトーによって銃撃され，長期の

療養を余儀なくされたが，約 2 ヶ月後に死去した。弾丸はガーフィールドの体内で発見することができず，医師

が弾丸摘出のために滅菌しない指で患部を探ったり，手を突っ込んだり，針で肝臓を傷つけるなどの荒療治がな

かったら死ぬことはなかったとされる。 
https://ja.wikipedia.org/wiki/ ガーフィールド大統領暗殺事件 （参照 2016/5/14） 
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若いスミス医師が，作業員達の勤務時間外の休養や，彼らのほとんどが耐えている生活状況に

関して，勘違いをしていたわけではない。多くの作業員は，彼らが“宿舎”と呼ぶおそらく湿っ

た地下室や，共同住宅の 1 軒で眠っていることを，彼は知っていた。なお，1870 年の国勢調査で

は 14,782 軒の共同住宅があったと記録されている。共同住宅には 1 部屋に 30 人が住むのも稀で

はなく，街路や悪臭のする共有のホール・台所に通じる唯一の廊下からの，灯りと換気のみがあ

るような住居であった。作業員の年齢は，スミスの記録によれば，18 歳から 50 歳の範囲に及ん

でいた。全員が米国籍であったが大部分はアイルランド人で，共同住宅での生活以外のニューヨ

ークのことを何も知らない移民であることも，スミスは分かっていた。ケーソンでの 1 日の労働

を終えて彼らが帰る家庭の近隣は，はしか・ジフテリア・猩紅（しょうこう）熱・インフルエン

ザの発症場所として有名だった。そのような状況があふれている通りで，にぎわいのある場所の

一つが居酒屋であった。スミスは「多くの作業員の習慣は，確かに健康に好ましいものではなか

ったが，注意してできることは，その行き過ぎを止めることだけであった」と書いている。 

 

スミスは，ローブリングの要請でブルックリン側ケーソンに 1～2 度入ったことがあった。そし

て今回再び，ブルックリンの時のように非常に興味深いことに気づいた。それは，高圧下で作業

員が他の作業員に話しかけるとき妙に甲高い声になることと，高圧下では口笛を吹くことが身体

的にできなくなることである（呼息筋を 大限に使っても，口腔のなかで空気密度を著しく高め

るには不十分であり，それゆえその吹き出しで音楽を奏でるほどに十分に拡張できない）。また彼

は，作業員達が高圧のもとで呼吸が速くなっていることにも気づき，彼らが呼吸することにも苦

しんでいると考え，彼自身の胸の周りに鋼製巻尺を巻いて，ケーソンの内外で自らが測定した寸

法を比較した。高圧の下での彼の胸の拡大は，通常時のほぼ 2 倍となっていることを発見した。 

 

彼は，血液循環への影響を研究して，通常の脈拍がケーソンに入ると同時に急上昇する可能性

がある反面，1 時間ほどで標準あるいは標準以下にも下がることを発見した。脈拍数への影響は，

それが減少することであった。この原因は，高圧が動脈に影響を与えていることであると考えた。

「それゆえ脈拍が減少し，過酷で，筋肉が堅く突っ張ったようになっている」 

 

ケーソンから出てきた全ての作業員は，顔色が悪い状況が 20 分間ほど継続し，腕がわずかに委

縮し，指先がまるで長時間水の中にいたように皺が寄っていることに，彼は気づいた。ケーソン

内部で，彼は数人の作業者の体温を測定し，普通よりも 1～2 度8（0.6～1.1℃）程度高いことを発

見した。全ての作業員が熱を出していると判断し，この原因は高圧で湿度 100%の空気であり，通

常のように蒸発によって身体が冷やされるのを阻止していると，彼らに教えた。その理由は作業

員がいつも汗で濡れているからであると説明した。それは，彼らが通常よりもたくさんの汗をか

いているのではなく，空気がちっともその汗を乾燥させていないということであった。 

 

これまでの医者と同様にスミスも，ケーソン内での作業が食欲を増進するように見えるという

認識であった。彼が信じていたこの認識は，一般に細胞組織のさらなる消耗が原因であり，その

                                                        
8  体温の単位は華氏。摂氏への変換は，華氏＝1.8×摂氏＋32。 
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細胞の消耗は，酸素吸入の増加によって発生するという考えであった。だが，彼はそのことに関

して完全な自信があったわけではなく，他の多くの要因も考えていた。彼が言ったように，基準

とするような信頼できるデータもなく，作業員達は特に協力的でもなかった。彼の理論を検証す

る方法は，ひいき目に見てもかなり粗雑であった。例えば，高い気圧が細胞の変質にどんな影響

を及ぼすかを調べるために，彼は 4 羽の健康な鳩を使って各々の翼の下に傷をつけ，ケーソンの

中に 2 羽を連れてゆき，他の 2 羽を埠頭で設立した仮設病院で飼っておいた。しかし，6 日間経

っても，彼はその４羽に明確な違いは認められなかった。鳩の傷は全てほぼ同程度に癒えており，

同じような健康状態でいるように見えた。 

 

少し後で，彼は犬をケーソン内に連れてゆき，7 時間そこで過ごさせた。その後，彼は自らケ

ーソンに降りて行き，その犬を青酸で殺し，その首を開けて血液試料を採取して地上に持ち帰り，

その酸素含有量がどのようになっているかを調べた。犬の血流に入り込んだ少量の空気は，通常

では肺を通じて排出されることを，彼は認識していた。だがことによると，高圧状況にいる時間

は，血液中に通常の方法で排出できない空気が生じたのではないかと推測していた。だが死んだ

犬から採取した試料は，そのような状況を示していなかったので，その取り組みを断念し，真実

にかなり近づいていたことを，全く認識することはなかった。 

 

だが彼が，何にもまして心配したのは作業者の苦痛であり，ケーソンが沈降を続けるにつれて，

彼らの苦痛は何倍にも増加した。スミスは毎日出勤し，あらゆる徴候を調査し，注意深く記録を

取っていた。彼は，症状の化学的あるいは生理学的な的確な原因に対する指針を示せなかったけ

れども，作業者が間違って行っていることや，圧縮空気の影響で突然倒れるような症状を防止す

るための対策について，彼独自の何らかの考えを持ち始めた。なお，その症状とは，“まるで弾丸

に撃たれたような症状”と一般的には説明されている。 

 

この頃に，ケーソン内での作業員の一人にフランク・ハリス（図

-13.49）という小柄なアイルランド人の少年がいた可能性がある。

その後，彼は英国の文学者の一人となり，センセーショナルな自

叙伝『わが生と愛』を著した。ハリスは米国に到着後，数日して

ケーソン内で働きだし，当時わずか16歳であったと述べている。

その後何年も，彼はその経験について何も書いておらず，彼の説

明は不確かな内容となっているかもしれない。だが，彼は現実と

想像を区別できない生涯であったことも知られており，彼が述べ

ていることは，実際にあった状況かもしれないし，そうでなかっ

たかもしれない10。それでも，それは作業員自らの視点で書かれ

た極めて数少ない報告の一つであり，彼らが潜函病に罹ってしま

うものすごい恐怖感を鮮明に伝えている。 

                                                        
9 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frankhar.JPG （参照 2016-05-15） 
10 ハリスは，ケーソンが鉄で造られていると思っていた。彼は，作業室が小さかったと記述しているが，実際に

はとても巨大であった。そして，支払われた賃金や，勤務時間，ロックの内の所要時間などは，記録と一致しな

い。 

図-13.4 フランク・ハリス 

(1856～1931) 
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飾りのない作業の準備小屋で，作業員達は「誰も“潜函病”にかかることなく長期間

働くことはできない」と私に教えてくれた。“潜函病”は結び目のように体を捩じり，し

ばしば終生の肢体不自由者にしてしまう痙攣性の発作の一種であった。彼らは，すぐに

全ての手順を私に説明した・・・。我々が“エアロック”に入り，エアコックを圧縮空

気側に回すと，作業員が耳に手を当てたので，私もすぐにそれを真似た。なぜなら，痛

みが激しかったからである。実際に，圧縮空気の導入が早過ぎると，耳の鼓膜がしばし

ば押し込まれて，破裂する。私は，圧力に備える 良の方法が，唾を飲み込み続けるこ

とであると知った・・・。 

 

圧縮空気が充満すると，エアロックの扉が触れるだけで開き，我々全員は降りて行き，

砂利の多い地盤で鶴嘴
つるはし

とシャベルで作業を行った。すぐに，私の頭痛は激しくなった。

我々6 人は，およそ華氏 80 度（27℃）の小さな鉄製の作業室の中で，腰回りをむき出し

にして作業を続けた。5 分ほどで汗がどっと出てきた。我々はその間いつも，ひどい圧

力による体温上昇を防止するためだけに用意された冷えた水の中に入っていた。頭痛に

気づかなくなるのも不思議ではなかった。作業員達は一度に 10 分間以上働かなかったが，

私は絶え間なく働き自分が役に立つことを証明し，常雇いになろうとした。ただ 1 人の

作業員，アンダーソンというスェーデン人だけは，とにかく一所懸命働いていた・・・。

アンダーソンは請負人に知られており，我々の作業班の班長と同じように，賃金の半分

にあたる別手当を得ていた。彼は，私に好きなだけ長期間働けることを保証してくれた

ものの，月末には辞めるように忠告してくれた。それは不健康すぎる仕事だったからで

ある。とりわけ，私は飲酒することができず，余暇の全てを屋外で過ごさなければなら

なかったからである。ケーソン内での 2 時間の作業の後，我々は徐々に“減圧”するた

めにエアロックに入り，我々の血管内の気圧が，通常の圧力となるまで徐々に下げられ

ていった。作業員達は服を身につけ始め，一瓶のシュナップス（アルコール度の高い蒸

留酒）を回し飲みした。だが私は，湿ったネズミのように急な寒さを感じ，気分が悪く，

吐くほど弱っていない限り，酒に手を出すことはなかった。地上の小屋で，私はアンダ

ーソンと，１杯のホットココアを飲んで身震いを止めた。そして，私はすぐに午後の苦

難に立ち向かうことができるようになった。 

 

 

それでも，彼は 1 日で 2 週間分の賃金を稼ぐことができたと述べている。もし彼が 1 ヵ月間働

き続けることができれば，彼は 1 年間分の生活費を十分に稼げたであろう。しかし，5～6 日目に，

彼は耳に猛烈に突き刺すような痛みを発症し，耳が聞こえなくなるかもしれないと告げられた。

彼が下宿していたセントラル・パークの傍の掘立小屋のアイルランド女性の治療で，回復するこ

とができた。その治療は，“焼いたタマネギを 2 つに切り，それぞれの耳にフランネル包帯できつ

く当てておく”方法であった。ハリスは，その治療が魔法のように効いて数分でその痛みが和ら

いだと，語っている。しかし幾日もたたずに彼は，作業員の一人が倒れて，地面でのたうちまわ
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り，鼻と口から血を吐いたのを見た。それは，若いハリスがその後すぐに仕事を辞める決心する

のに十分な出来事であった。その後，彼は，男性の足が“三つ編みにされた髪のようにねじれた”

と言うような表現をする作家となった。 

 

 

 

スミスは，1872 年 1 月 25 日にケーソン作業者の医療管理を引き受け，彼が辞任する 5 月 31 日

まで勤務した。その間に，彼が直ちに圧縮空気によるものと考え，治療を必要とするほど重症な

110 の症例があった。だが，全ての作業員が痛みや不調の症状を訴えたわけではないことを，彼

は十分に認識していた。もし自分が潜函病（Grecian Bends）に罹ったことが知られると，そのう

ちに再雇用されないかもしれないという意識があったからである（その意識は，1870 年代ではま

だ使用されていなかった言葉である“サンド・ホッグス（sand hogs）”という，次世代でおそらく

更に見識のある世代の間にも残存している意識であった）。ローブリングが彼自身の報告書に記述

しているように，どのような形にせよ，激しい痛みの影響を被らなかった作業者は，ほとんどい

なかった。マーティンとコリングウッドの両方とも，発作で苦しんだ。チャールズ・ヤングとい

うブルックリン側ケーソンで，ローブリングと同時期に倒れた現場監督は，再び圧縮空気による

多くの症状を発症し，医者の忠告でケーソン内での現場監督を辞任し，代わりに埠頭での作業を

監督する仕事に就いていた。 

 

しかしスミスは，それらの症例について，治療して研究することができ，ノートにかなり多く

の記録を残している。例えば， 

 

ケース 11－E・ライリー 

発症 2 月 16 日，ケーソンを出て 1 時間後。圧力 26 ポンド（1.82 気圧）。上腹部痛みと足

の痛み。知覚喪失無し。大量発汗による寒気。発症 2 時間後の診察時の脈拍数は 96 であ

った。痛みは，当初はものすごく激しかったが，診察時にはほとんど無かった。少量の

ブランデーと，茶さじ一杯の麦角流動エキスを投与。10 分後に脈拍数は 82 にまで低下。

その翌日には仕事を再開することができた。 

 

ケース 12－ジョセフ・ブラウン，現場監督，アメリカ人，年齢およそ 28 歳。 

発症 2 月 28 日，3 時間の監督を終えて約 1 時間後。左の肩と腕に過度の痛みが突如発生，

ナイフで突き刺すような痛み。痛みは午後の監督のために再びケーソン内に入るまで続

いたが，その後すぐに消滅。 

 

ケース 13－ヘンリー・ストラウド，職業は潜水夫，4 月 2 日朝から作業を開始した。

初の監視を終えて出てきて 30 分後，右側が麻痺して力が入らない症状，めまいと嘔吐も

有り。この後に，全身にわたって激痛が続いている。過度の発汗。覚醒剤と麦角を処方

し，5 時間で家に戻れるほどに回復。 
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ケース 14－ジョン・バルナボ，イタリア人，42 歳，3 月 13 日に報告，荷馬車で帰宅中，

両腕に激痛を伴って発症。この後に視野の薄暗さと軽度の意識喪失が続く。手足は非常

に冷たい。この状況が 2 時間継続。3 日間の安静が必要であった。1 週間後，胸のあたり

がとても圧迫されている感じが残り，働くことができなかった。治療は実施せず。およ

そ１ヶ月前にも，同様の軽い症状があった。 

 

 

足の激しい痛みは， も一般的な初期症状であった。時には，主として膝の痛みが一晩中続き，

まるで関節がばらばらに激しくねじられ，更に悪いときには，あらゆる筋肉が骨から引き離され

るように感じることもあった。その痛みを本当にうまく説明する方法はないと，大部分の作業者

が述べた。現代の医学書では，深部痛で過酷な痛みをともない，痛みは，ずきずきする症状では

なく“それが厳しいとき，局部的な麻痺・衰弱・失神は，睾丸への強打による吐き気を催す痛み

に似ている”と説明されている。 

 

4 ケース中の 1 件の症状では，めまいと複視，度重なる嘔吐を伴っていた。患者は，いきなり

よろめき始め，身体を屈めて，ものすごい吐き気を催して，倒れたようである。時には全く痛み

が無く，まさに広範囲に麻痺した感じとなり，歩いたり，まっすぐ立ったりすることができなく

なった。 

 

発症した患者は，痛みがあるかどうかにかかわらず，常に顔全体に冷や汗が浮き出た鉛色の表

情をしていた。それは，おそらく切迫した衝撃の兆候であった。作業員達は，胸と内臓の耐えが

たい痛みも訴えた。何人かは，まるで脳卒中で倒れたように，会話が不自由になっていた。多数

の症例で，膝・手首・肘の関節がどれも形がくずれて膨らんでおり，触ってみると高い熱を出し

ており，ひどく変色してとても敏感になっていた。 

 

4 月の 初の週までに，ケーソンは 60 フィート（18.3m）以深まで降下しており，依然として

確実に沈下し続けていた。そして発症状況は，実際に非常に深刻となっていた。スミスが採用し

た治療法は，全てとても単純なものであった。痛みの軽減には即座に麦角を，時には多量に与え

た。あるいは，ウィスキーとショウガを少しずつ与えた。または，抗痙攣薬として使用される有

毒アルカロイドであるアトロピン11を注射した。何ら効き目のない場合には，モルヒネを使用した。

平均的な症状は，通常の場合ほんの数時間しか続かなかったので，症状がひどい患者に対する治

療は，単純に患者が何も感じなくなるほど大量に薬を投与することであった。 

 

膨れた関節には，熱い湿布薬を塗った。麻痺した足は熱浴に浸漬し，腕は氷に漬け，脊柱には

氷水をかけた。胃がむかつく男性には，わずかな氷や，塩化第一水銀を 1 スクループル（約 1.3g），

すなわち白色で無味の下剤の 20 粒を匙で食べさせた。これらの治療は，時には効果があり，ある

いは効果があったように見えた。しかし，労働者や監督を務める技術者には，スミスが何をした

                                                        
11 アトロピンは、抗コリン作用を有する薬物である。副交感神経の作用を抑制し，胃腸管の運動抑制，心拍数の

増大などの作用がある。 https://ja.wikipedia.org/wiki/ （参照 2016-05-17） 
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かはあまり重要でないという考え方が浸透していた。コリングウッドが，その春以後の土木学会

の総会で言及したように，あらゆる作業者のほとんどが，発症した回数の多少にかかわらず，結

局のところ 終的には回復したようである。 

 

少数例であるが，作業員の症状が回復した後で，仕事への復帰を報告したとき，スミスは他の

仕事を見つけるように告げた場合もあった。例えば，パトリック・ロジャーズというブルックリ

ンから通っていた 40 歳のアイルランド人の男性は，ある夜の帰宅途中のフェリーのうえで，突然

に右側半身全ての感覚が無くなり，その後すぐに，立ち上がることも筋肉を動かすこともできな

くなった。船が埠頭に到着した時，彼は馬車に乗せられて家まで運ばれた。スミスが記録したほ

とんどの事例と同様に，ロジャーズの痛みもものすごく，12 時間近く続いた。だが，彼はケーソ

ン作業に戻り，再び下側に降りる準備をしていた時，スミスに継続的な胸の震えを訴えた。その

時スミスは，彼にその仕事を辞めて戻らないように助言した。 

 

他の多くのブルックリン出身者は，スミスによってブルック

リン市民病院に送られた。面白いことにそれらの症例に，そこ

の病院の若いインターンであるウォルター・リード博士（図

-13.512）が，特に強い関心を示した。なお後に，彼は黄熱病に

関する研究成果で，世界的に有名な医者の一人となった。スミ

スと同様にリードも，治療を受けに来たケーソンでのそれぞれ

の被害者について詳細に記録し，その後スミスに引き継いだ。

ローブリングが書いているように，スミスの尽力と成果は，将

来の工事に役立つように，いつかは公表されることが望まれた。 

 

スミスは，“ベンド（bends）”という用語を決して使わなかった。彼はそれをケーソン病（caisson 

disease）と呼び，その名称を初めて使用したのは彼であり，それが現在でも正式な名称として使

われている。彼は，その病気の歴史的な面まで踏み込んで，称賛に値するほど多くの独創的な研

究を行った。また彼は，その前年にセントルイスで出版された長い報告書に，ジャミネット博士

が書いていた内容についても精通していた13。スミスは，ジャミネットの所見が極めて貴重である

ものとして記述しているが，ジャミネットの基本的な治療方法が，単に患者をあおむけにして，

その足をわずかに持ち上げ，ウィスキーまたは牛肉の煮出し汁を投与しているだけであることを

特に残念であると感じていた。 

 

スミスは，自分が読んだ資料や自らの治療所見から，数多くの見解をまとめた。そのうちの数

件は，約 25 年前のフランスで得られた結論と同じであった。疾患は増加した気圧によるものであ

るが，常に圧力が開放された後に生じていると判断した。疾患は，人が高圧下にいる間には決し

                                                        
12 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WalterReed.jpeg （参照 2016-05-17） 
13 イーズは，1871 年 4 月初旬に，彼の橋梁で，ミシシッピ川に 136 フィート（41.5m）の深さのケーソンを有す

る東側橋台を完成させていた。イーズも，費用の前払いや，当初の見積もりの 2 倍近くになった建設費に苦労し

ていたが，1871 年 10 月，ニューヨーク側ケーソンでの工事が始まる前に，イーズは，一番大変な問題点は，全て

現時点で克服できたと書いている。 

図-13.5 ウォルター・リード 

(1851～1902) 
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て発症せず，その後に限って発症する。このことは，ほとんどの人に当てはまることが明らかに

なった。だから，疾患の主要因は，エアロックから出るのが早過ぎる可能性が非常に高いと，判

断した。「確かに，十分な時間をかけてエアロックを通過させておけば，疾患は決して発症しない

ということは十分にありえる」と書いている。これは，フランスの鉱山技師 M・B・ポールが 1845

年に結論づけたことであり，後の 1854 年に発表されたとても興味深い論文の中で詳述したものと

一致することを，スミスは認識していた。ポールは「経験から判断すると，その悪影響は，高圧

環境から標準気圧への移行速度に比例している」と書いている。セントルイスでは，ジャミネッ

トも自分自身がひどい発作に罹った後で，同じような考えを思いついたが，入函する時にゆっく

りと圧力を増加させることのほうが，更に重要であると考えた。スミスは，ケーソン内での彼の

経験から，そのような苦痛は少しも被ることはなかったようである。 

 

作業者がエアロックから出た後の行動がより楽になるように，その場所で途中に踊り場の無い

長い一続きの階段を登る必要がないようにと，スミスは勧告した。イーズのようにシャフトの底

にエアロックを配置したことは，大変な間違いであったと述べた。ブルックリンの配置のほうが

適切であった。ブルックリンの方法では，エアロックを出た後すぐに身体が多少弱った状況で階

段を昇るのではなく，気圧の高い状況のままで昇っていた。ローブリングが設置したエレベータ

ーは賢明な手段であったが，その問題を全面的に軽減することはなかった。 

 

だがスミスは，実用面でエアロックから退出する手順をどのように変更すべきかについては，

解明していなかった。ある人にはロック内の時間が十分であっても，他の人には短すぎるかもし

れず，ロック内の時間を著しく延長すると，作業できる時間がより短くなってしまうと，彼は推

論した。橋梁会社にとって，工事の遅れは非常に高くついてしまうはずであった。また，作業者

自身もそのような対応は望まなかったはずである。何とか実施できることは，エアロックの所要

時間を圧力に比例させる程度であると，彼は結論づけた。だが，その時間でさえ周囲の事情に合

わせる程度が精一杯であった。ニューヨーク側ケーソンに対して，スミスは，付加した大気圧ご

と，すなわち付加圧力 14.7 ポンド（1 気圧）ごとに，エアロック内に少なくとも 5 分以上留まる

という規則を作成した。スミスが要請したこの規則は，ケーソン内で付加される圧力 3 ポンド（0.2

気圧）に対して，退出するために 1 分以上をかけることを意味している。すなわち，圧力が 30 ポ

ンド（2 気圧）となる 65 フィート（19.8m）の深さから退出する人は，エアロックで 5 分間留ま

ることとなり，圧力が 33 ポンド（2.25 気圧）となる 75 フィート（22.9m）では，およそ 6 分間留

まることになる。言い換えると，スミスはあまり長い時間を要求してなかった。それでも，その

規則は，ほんのたまに次のようなことが発生した。「作業員達は，早く家に戻りたいという当然の

焦りで，エアロックでの遅延にイライラするので，エアロックの操作者には，エア排出コックを

安全性確保のために決められた量より更に開けないように，たいへんな意志の強さが必要であっ

た」と彼は落胆した調子で書いている。そのような対応の 初の段階の一つとして，信頼できる

エアロックの操作者を雇用しなければならないと，彼は述べている。 

 

しかし，スミスは，不可解な疾患の主要原因として急速な減圧を認識したにもかかわらず，発

症のしやすさは，彼が言うような“特異体質”の問題が依然として大きいことを，確信したまま
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であった。彼の言い方では，一部の人々が，他の人々に比べて単にとても発症しやすかった。ま

た，ある特定の人々が，雷雨の直前に関節が痛み出す体質であることは，広く知られていたよう

である。彼が述べたように，これらの痛みは一般にリウマチの特徴で，湿気に起因するものと考

えられていたが，その時点で，スミスは別の考えを持っていた。ケーソン労働者を苦しめていた

痛みはまさに同じものであり，ただ確かに非常に強烈な痛みである。だから十中八九，自分の骨

で天候を感じることができる人は誰でも，実際には気圧の変化を感じている。そして，一部の人々

がそのことを感じることができ，他の人が感じることができないというように，一部の人々だけ

が，他の人々が発症しないケーソン病を発症するのであろう。 

 

肥満した人々と大酒飲みが，他の誰よりも罹りやすいと，彼は確信していた。また，新たに作

業に入った人々は，相当の期間ケーソンに入っている人々よりも疾患に罹りやすい状況にあるた

め，その人々にはゆっくりと圧力を上げていった。新しい作業者達は， 初の一週間に もひど

く苦しんだと記録している。彼の見解による理想的なケーソン内労働者は，ワシントン・ローブ

リングに提出した記述によれば，何よりも彼と同じ 20 代あるいは 30 代で，中背で痩せた男性で

あった。 

 

しかし，スミスの主張でより重要なことは，作業者が曝された圧力の大きさとケーソン内で費

やした時間が，急速な減圧と同じくらい重要な問題の一部であった。したがって，この点では，

彼はイーズやジャミネット，ローブリングと，全く同意見であった。「あらゆる観察者の証言から，

発症の傾向は，ケーソン内での滞在期間に正比例している」と書いている。ブルックリン側ケー

ソン内で火事の夜にローブリングが倒れたことに対する公式の説明は，彼がケーソンから退出す

る時間が早過ぎたのではなく，ケーソン内に長く留まりすぎたからということであった。スミス

はその説明に同意した。実際にその説明は，彼が問題の核心に関して行きついた結論に，完全に

沿ったものであった。 

 


