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3,400 トンすなわち 680 万ポンドの鋼ケーブル素線の製造，並び

にブルックリンおよびニューヨークへの納品に対する封印入札書

は，1876 年 12 月 1 日まで，ニューヨーク・ブルックリン架橋公

社で受理する。・・・ 

－技師長 W・A・ローブリングの署名のある公示仕様書より 

 

エイブラム・ヒューイット（図-18.11）は，政敵の間でさえ，

尊敬できる人物と考えられていた。彼には愛想の良い面は何も

なかった。威厳に満ちた態度で，神経質で無愛想な小柄な人物

で，人の機嫌を取るようなことはなく，付き合って面白い人物

ではなかった。しかし，彼は勤勉で，根っからの政治家ではな

く，聡明で誠実という評判があり，1876 年当時，あらゆる資質

が有権者にとって高潔であると思われていた。 

 

ヒューイットは，亡くなったハブマイアー市長が橋梁建設の

経営状況を詳しく調査するように依頼した時から，着実に調査

を進めてきた。当時，彼は連邦議会議員などの任にあった。民

主党の大統領候補者であるティルデン（図-18.22）は，彼の友

人であり，主にツィードに対抗する旗手としての評判から，ニ

ューヨーク州知事になっていた。ヒューイットは彼の選挙運動

責任者であり，依然としての現大統領（第 18 代ユリシーズ・グ

ラント）の国民からの支持の落ち込み，共和党の分裂，ワシン

トンにおける絶え間ない疑惑等から，ティルデンが，来春には

ホワイトハウスに入るかのようであった。ティルデンの対抗馬

は，ラザフォード・B・ヘイズという温和で控え目で，ほとん

ど無名のオハイオの州知事であった。彼は，6 月に開催された

シンシナティの共和党大会で選出された。その大会では投票が

長引いたので，代議員達は，ローブリングが架橋したシンシナ

ティ橋梁を“風に当たる”ための場所として利用した。また，

そこは指名された候補者のヘイズが，橋梁の施工が始まった頃

に，法律関連の仕事を開始した場所でもあった。 

 

しかしながら，ティルデンは候補者として大した人物ではなかった。ティルデンは，よそよそ

しく生まれつき無口で，雄弁さは皆無で，健康にも恵まれていなかった。そのため，むしろ彼自

身の大義ために，相当に大きな私財を投じることには乗り気ではなかった。結果的にヒューイッ

                                                        
1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abram_Stevens_Hewitt_1822-1903.jpg （参照 2016-04-27） 
2 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SJTilden_of_NY.jpg （参照 2016-06-17） 

図-18.1 エイブラム・ヒューイット

(1822-1903) 

図-18.2 サミュエル・ティルデン

(1814-1886) 
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トは，単なる選挙運動責任者以上の役割を果たした。ヒューイットは，義理の兄弟で 大の財政

面の支援者であるエドワード・クーパーとともに，ティルデンの選挙運動の原動力であった。ヒ

ューイットも，たまたま下院議員に再度立候補していたが，彼の評判がとても高く，共和党の対

立候補が弱いことから，自分自身の選挙に時間をかけなくても，当選は確実と思われていた。 

 

若い選挙運動員は「私の考えでは，ヒューイットは誰よりも真の愛国者で純粋な人物です」と

賞賛して書いている。ヘンリー・アダムズ，歴史家で文学者，当時の彼の考え方がその後の歴史

家に重視された人物は，ヒューイットがニューヨーク派の政治家の一人であったと指摘している。

ニューヨーク派の政治家とは，野望や気晴らしの計略を楽しみ，概して専門家よりずっとうまく

演じているが，その狙いは普通の政治家よりもかなり大きく，安っぽい骨折り仕事には大した情

熱を感じない政治家のことである。アダムズは，あらゆる面からヒューイットが「 も能力があ

り， も行動的な心の持ち主で，とても勤勉で，・・・ワシントンでは も有能な公人である」と

判断していた。 

 

ヒューイットは，自由主義で責任感が強いことで知られていた。労働組合の正当性を信じてい

る裕福な金属商でもあった。科学的研究を理解する知性を有した連邦議会議員であり，例えば，

西部における地質学的調査を熱心に支援していた。彼は単なる改革派の民主党員ではなく，全て

の良識ある人々が待望していた人物，公の場における重要な紳士であった。 

 

そのようなことから，ヒューイットが 9 月第 1 週の架橋公社の理事会で，ある決議案を提出し

た時に，それが先見性のある模範的な決議と考えられ，すぐに満場一致で採用されたことは，驚

くようなことではなかった。 

 

橋梁事業における次の主要項目は，主ケーブルの素線の契約締結であった。その契約がその決

議に左右されることは明らかであった。素線の発注額は，概算で 100 万ドル程度となる予定であ

った。 

 

ヒューイットは少し遅れて会議に現れた。ちょうどその時，理事長のヘンリー・マーフィーは，

7 月の前回の会議以降の進捗状況について説明していた。今後は，もはや何の問題もないと予測

されていた。石材の請負者には，全額の支払いが完了しており，ケーブルの素線に関する技師長

の仕様書は，執行委員会の承認を受けていた。「短期間で，橋梁を完成できない理由は，もはやあ

りません」とマーフィーは述べた。 

 

だが，副理事長のヒューイットは「素線の仕様書を読んで，とても思慮深く作成されているこ

とは理解できたものの，その入札への参加者に関する条項が欠如していることに気付いた」と述

べ，これに関して若干の驚きを表明した。 

 

ヒューイットはマーフィーや他の理事に，技師長もケーブル素線の製造業者の一人であること

を再認識させた。ヒューイットは「技師長自身は素線業者であるが，自分が入札者になるべきと
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図-18.3 ウィリアム・ツィード

(1823～1878) 

は全く考えておらず，それゆえ，そのつもりもないであろう。形はどうあれ，橋梁に関心を持つ

企業や会社あるいは個人からの応札を，無制限に受け付けるべきではない。特に，技師長が入札

者になることは，許されるべきではない」と述べ，さらに「ローブリング大佐が，競争入札への

参加を認められるのであれば，私は理事を辞め，今後いっさい橋梁に関わらないつもりである」

と発言した。それは，まさにちょっとした演説であった。ジョン・A・ローブリングに初めて橋

梁の建設を依頼して以来，これまでずっと論点として考慮していなかった状況は，若干問題であ

り，あきらかに理事達に好印象を与えた。なぜならば，ヒューイットが次のような決議を提示し

たとき，更なる議論も無く，採択されたからである。 

 

決議：架橋公社の事務職員や技術者と利害関係にある企業や会社からの応札は，受け付

けず認めないこととする。また，落札者は，そのような利害関係者や会社に対して，契

約のどのような部分でも，下請けに出してはならない。 

 

ローブリングやローブリングの会社への特定の言及はなかったものの，その後，ヒューイット

は誰もがその趣旨を誤解しないように，彼が述べたことを新聞に向けて繰り返した。「私は，ロー

ブリング一族が橋梁の契約を独占するような事には，極めて強硬に反対する」と語っていたと伝

えられた。 

 

だが，会議が休会する前，同席していた別の理事が，立ち上がって質問した。ジョン・ライリ

ーという人物で，彼も技師長に関して何か言いたかった。ライリーは「私は，ローブリングが非

常に重い病気で，彼の職責を果たすことができないと理解していた。ところが今や，ローブリン

グの奥さんが，彼に替わって仕事をしていると聞いている。明らかに，技師長の職を他の人に替

える時期に来ているのではないだろうか。橋梁建設で間違いが発生した場合，理事会が責任を負

うことになるはずである。技師長が個人的にそのような間違いの責任をとることはできない」と

述べた。 

 

誰もローブリングの死について発言したわけではなかったが，

マーフィーは「万一，ローブリングが亡くなった場合，マーティ

ンやコリングウッド，マクナルティが工事の責任を負うことがで

きる」と即答した。また，キンセラは，それ以上の適任者はいな

いと意見を述べた。ライリーや他の理事全員がそれに納得したよ

うで，会議は散会となった。 

 

9 ヶ月前にマディソン通りの自宅から失踪していたウィリア

ム・ツイード（図-18.33）が，スペインのビーゴで下船後，すぐ

に逮捕されたのは，9 月 7 日の午後であった。ツィードは，失踪後

3 ヵ月間ニュージャージーの農家に隠れた後，スタテン島に移り，

                                                        
3  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Magear_%22Boss%22_Tweed_(1870).jpg （参照 2014-04-16） 



第 18 章 バーミンガム規格の線番 8 
 

 
 - 339 -

そこからフロリダにスクーナー4で移動した。そこで，キューバに出航できるまで，エバーグレー

ズに住んでいた。キューバのハバナでは，カルメンと呼ばれた大声で，スペインへの渡航を予約

した。大西洋の横断旅行中に，彼は船酔いに罹り，体重が 160 ポンド（73kg）を下回るぐらいや

せ細っていた。それでも信じられないことだが，スペイン当局はナスト風刺画だけを頼りに，彼

を認識した。彼の逮捕のニュースは，ニューヨークで大きな話題となった。ちょうどその頃，架

橋公社の運営でツィードの職責を引継いでいたヒューイットは，巨大な公共工事の利益となるよ

うな 新の活動で，ニュースとなっていた。彼の決議は，広く称賛されていた。また，激しい選

挙の時期であることから，そのような活動が立候補者の宣伝活動の一般的な手法だと見做しても，

ヒューイットの言葉は，そのまま信じられていた。彼や他の理事達のうち誰かが，トレントンの

反発を予期していたかは不明である。 

 

 

 

1876 年 9 月 8 日の朝，ニューヨークとブルックリンの新聞は，ヒューイットの決議とローブリ

ング一族に関する彼の意見を伝えた。当日の遅くトレントンでは，ワシントン・ローブリング（図

-18.45）が辞職願を口述して書き取らせていた。 

 

彼はヘンリー・マーフィー宛に「私の体調は，もはや技師長を

続けられるような状況ではありません。主治医はこれまで 2 年間，

私に仕事をやめるよう勧めていましたが，辞職はしませんでした。

それは，私の直接の指導が，橋梁建設を成功させるために，絶対

に必要と思えたからです。今では，状況が異なっています」と告

げている。また「私は，今後数年間分の工事について，全ての計

画の非常に細かな詳細までを準備しました。だから，もはや私が

担当しなくても，作業的には何の問題もないでしょう。私は，自

分のワイヤー事業については，ずっと放置してきました（「私は，

4 年間，我々の工場の中にも入ったことはありません」と続けて

いたが，後で思い直して，エミリーに，そこに線を引かせて削除させている）。私の健康は，『技

師長としての』これらの職務に対して誠実に対応することで，徐々に蝕まれてきました。この数

年間に私が負担した臨時経費は，私が受けとった報酬をはるかに上回っています。それゆえ，現

在は休息を取っていると思っています」と述べている。 

 

続いて彼は「私は，橋梁の技術面に対する責任を全て負担してきており，全精力を仕事に注ぎ，

金融面での犠牲を払い，長年の身体的な苦痛にも耐えてきました。しかし今や，私自身の公正さ

や誠実さと，一族の公正さや誠実さが，公然と疑問視されており，このことを私は認めるわけに

                                                        
4  2本以上の帆柱を立て，その全てに縦帆を展張する帆船で，帆装形式によって船の呼称が細分化された 18世紀

以後アメリカで発達した。縦帆船のため逆風時の帆走性能がよく，操縦も容易で，少い乗組みで運航できる特

徴から，100t 程度の 2 檣形式が近距離輸送や漁業に主用された。（ブリタニカ国際大百科事典より） 
5 Harper’s Monthly 1883, The Brooklyn Bridge 
  http://www.catskillarchive.com/rrextra/bbstory.Html  （参照：2016-05-31） 

図-18.4 技師長 

ワシントン・ローブリング 
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はいかないし，エイブラム・ヒューイットの手に掛かることついては，特にそう思っています」

と問題の核心を述べ始めた。ローブリングは，やがて個人的な書簡の中で非常にはっきり述べて

いるように，エイブラム・ヒューイットの月並みな見解を，共有することはなかった。 

 

終始一貫した私の望みは，工事の成功に専念することですが，それは，私が橋梁事業

の一般的な運営に深いかかわりを避け，独立した技術者の立場で公正な職務を続けてい

けるという，このような原則が厳格に遵守される場合の話です。それゆえ，理事会の副

理事長の私に対する根拠のない侮辱に憤慨せざるを得ず，私達の良好な関係が終わるこ

とは残念です。・・・・その技術者のケーブル構造や上部工の鉄製構造に対する設計は，

とてもわかりやすく，彼と運営組織との名目的な関係は，彼自身の個人的な望みである

工事を成功に導くこと以外，当初から何もありませんでした。 

 

エミリー・ローブリングの信書控え帳によると，手紙はそこで終わっていた。しかし，1～2 日

後に，まだ憤慨していたローブリングは，ヒューイットの“名目的な関係”について，自分が言

いたいことを，もう少し詳しく説明するために，ブルックリンのイーグル新聞に投書している。

ローブリングは「ヒューイットは自分自身の決断を避けたい時には，いつでも理事としての職務

を辞めることができる。橋梁自体は，ヒューイットにとって何の意味もない」と非難している。

だが，その手紙はイーグル新聞に掲載されることはなかった。ローブリングが，それを送付しな

いことに決めたか，あるいはトーマス・キンセラがそれを掲載しないと決めたか，どちらかであ

ろう。 

 

ローブリングの手紙に，マーフィーはすぐに返答した。マーフィーは「私としては，ローブリ

ングの辞任を認めることはできない。それができるのは，次に開催される理事会だけである」と

返答した。その一方で，マーフィーはローブリングに再考を懇願し，ローブリングの貢献が不可

欠であり，ヒューイットは高尚な意図だけで突き動かされているに過ぎないといって，彼を安心

させた。ローブリングは，この言葉でも決して説得されることはなかった。依然として傷つき，

腹を立てている彼の反応は，遠慮のないものであった。 

 

私はヒューイット氏から公然と特に名指しで，私だけが記述できる仕様書の作成に，

まるで私が全人生を賭けているように，あるいは，まるで私が何らか不正な方法で，あ

らゆる予防措置を講じている人々に逆らって，橋梁を略奪しようとする泥棒のように扱

われました。1 人の関係者からそのように言われることは，私には見過ごせない侮辱で

あり，そのことに憤慨して，ヒューイット氏の職責上，そのような行為がいつ何時繰り

返されるかもしれない職務を，辞任せざるを得ません。 

 

ただし，その後の事態を考慮して，手紙はいっさい公表されていないが，その手紙で も興味

深い部分は，次の一文であった。 

 

この素線製造入札の応募者になるのを辞退したヒューイット氏の行為に，貴殿が深く
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感銘を受けているようなので，私は，彼の度量の大きさが全く見せかけであると言いた

い。なぜなら，クーパーとヒューイットの会社には，鋼製の素線を作るために設備が全

く無いからです。また，貴殿が南ブルックリンのヘーグ氏からの入札を受領する場合に

は，少しだけ調査をした方がよいと思います。 

 

これに関して，ヘンリー・マーフィーが，どのように考えたかは不明であり，ローブリングの

提案を追跡調査したことを示す記録も残っていない。だから，おそらくマーフィーは，自分が承

認する意思がある以上のことを理解していたか，あるいは，ローブリングの訴えが，多くの重圧

を受けている男性の症状であると判断したのであろう。ローブリングとヒューイットは，結局，

長年に渡る事業面でのライバルであった。また，ローブリングの兄弟全員が，彼は父親のように

頑強で党派心の強い共和党員であることを，理解していた。 

 

推測しかできないヘーグの事業の評判について，マーフィーはどれほど認識していたのであろ

うか。彼や他の理事達には，ヘーグに対する疑念が全く無かったのかもしれないが，その可能性

はとても低い。なぜならば，ブルックリンでの J・ロイド・ヘーグの存在は，間違いなく，気づか

ずに済むようなものではなかったからである。 

 

ヘーグは 20 年ほど前に町にやって来た。コロンビア・ハイツに住居を構え，プリマス教会に加

わり，“独身の紳士”として社会生活を始めた。彼は，とても物腰が丁寧で，外見上は顔立ちが整

っており，すばらしい声楽家で，“出来の良い人物”と思われていた。プリマス教会で，彼は「熱

心な参列者になるだけでなく，聖書研究会の可憐な女の子達には熱心に褒めることで有名であっ

た。彼は，魅惑的な態度と美貌で，多くの家庭から喜んで迎えられるようになり，すぐに気持ち

を捉えて，彼の事業活動でのその後の実績と同様に，その方面においても大成功を収めていた。

しばらくして彼は，ウィロー通りの著名な一族の娘に求婚していた。婚約が発表され，ブルック

リンの上流社会では，“近づいた結婚式についての噂話で大騒ぎ”であった。だが，その騒ぎも，

花嫁の父親がヘーグに関する簡単な調査をして，彼には既に“田舎に残してきた”妻と 2 人の子

供いることが判明するまでであった。ヘーグと対面させるために，妻がブルックリンに連れてこ

られ，全ての出来事はウィロー通りの一族によって素早くもみ消された。 

 

しかしながら，ヘーグは，噂が十分に鎮まるまで待ち，別の恋愛を始めた。今度は，ウィロー

通りから数街区しか離れていない場所に住んでいる若い婦人と交際し，今回も独身者として振る

舞っていた。彼の浮気が再び発覚し，今回はヘンリー通りで訴えられ，今度は，既に離婚してい

ると説明していた。まもなく結婚式が行われたが，再びブルックリンに現れたヘーグの 初の妻

は，彼は今でも私の夫であると，主張していた。結局，彼には 3 番目の妻がおり，2 回目の離婚

が行われたかさえ疑わしい。 

 

このような全ての状況について，何も聞いたことがないブルックリンの理事が，理事会の中に

一人でもいたかどうかは，とても疑わしい。また，ローブリングが指摘したように，製鋼事業で

は，ヘーグはペテン師も同然と思われていたことを，委員会の誰もが知らなかったということも，
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疑わしい。 

 

 

 

理事会が 1 ヵ月後に開催された時，ローブリングの辞任に関する話はなかった。出席者が定数

に達しなかったので，議題は全く取り上げられなかった。重大局面は明らかに過ぎ去り，その亀

裂は，何らかの方法等で修復されていた。おそらく，ローブリングを補佐する人々が考えを変え

るよう彼を説得したか，彼の兄弟が説得したか，あるいはエミリーや，皆が一緒になって説得し

たのであろう。または，おそらく，彼自身がいろいろと考える時間を持ち，誇りを傷つけられた

ことで辞任するには，あまりにも事業が進捗していて犠牲も多過ぎること，また別の立派な選択

肢があることや，実際に，彼無しでは確かに橋梁を建設できないことから，彼自身が決心したの

かもしれない。おそらく，彼は，まさに辞任することができなかったのであろう。 

 

その理由がどうであれ，その 10 月，彼は立て続けに 2 件の断固とした行動に出た。その両方共

が，橋梁の仕事を続けるという，彼の新たな決意の確実な兆しと思われた。 

 

10 月中旬に，彼はトレントンを去り，ニューヨークに向かった。彼は，身体的にも感情的にも，

いまだに，とても悪い状態であった。実際に彼の病状は，汽車で旅行ができないほど不安定であ

り，神経面では，高速や振動あるいは大勢の人々に耐えられないような状況であった。だから，

彼の全ての移動は，汽車の替わりに運河船やタグボートで行うように設定され，彼が湾を遡り，

イースト川に入ってきた時，彼は，3 年間で初めて橋梁を眺めたのであった。 

 

橋梁に向き合って，彼は，全く期待通りであると述べたと，報告されている。その時点で，キ

ャリヤーロープが架設され，吊り枠用の太径ロープも架設されていた。ほぼこの頃からの新聞記

事は，エミリー・ローブリングが切り抜いて，保管していた。 

 

朝の日差しの中で，イースト川の埠頭が示す表情には，何か素晴らしいものがある。両

岸の埠頭を既に繋いでいる数本のロープは，細長い縫い糸のように見られ，その下を船

舶が行き交っている。この優雅なワイヤーの上部構造が完成し，道路が歩行者や千差万

別の車両で混雑し，その下側には高いマストの快走艇や沿岸航行の貿易船が通過するよ

うになったとき，便利になったという実感が出てくるのかもしれない。 

 

彼とエミリーは，彼女の兄ウォーレン将軍夫妻が住んでいるニューヨークの西 50 番街の家に入

居した。その意図は，ハイツの自宅への引っ越しが完了するまで，ほんの一時的に滞在すること

になっていたようである。 

 

その後，ほんのしばらくしてローブリングは，保有していたジョン・A・ローブリングズ・サ

ンズ社の株式 300 株，額面 30 万ドルを売却し，その結果，考えられるあらゆる利害関係を取り除

いたことを，ヘンリー・マーフィーに連絡した。「ニューヨーク・ブルックリン架橋公社の理事会
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の次回の会議で，この手紙を受け取ったことを知らせて頂き，上記の事実を発表して頂けたら幸

いです」と手紙に書いている。マーフィーは，このことを 11 月 6 日に発表した。ヒューイットの

改正案の必要条件に従って，世界的にも主要なワイヤー製造業者で，唯一のローブリングが全面

的な信頼を保持しているローブリング社は，その時点で入札参加に留まることができた。 

 

しかし，技師長の健康に関する疑問は，ニューヨークのロイド・アスピンウォール将軍を含む

数人の理事の見解では納得されていなかった。アスピンウォール将軍は，たいへん信心深く市民

のことを考える人物であり，「市民の将来の利権を保護するために，ただちに何人かの有能な技術

者がローブリングと一緒に共働すべきである」と主張した。 

 

マーフィーは，ローブリングの症状は大いに改善し，現在ニューヨークで生活しており，定期

的に，アシスタント技術者を指導することができると答えた。スタラナハンも，ローブリングの

擁護に立ち上がった。しかし，アスピンウォールは，それでもなお，コンサルタントを要請した。

ローブリングに反対する個人的な意図は無いという考えが強調されつつ，とても多くの議論が行

われた。 終的に，その仕事に関して適切な候補者を選定する小委員会を設けることで，合意し

た。 

 

エイブラム・ヒューイットは，この会合には出席せず，しばらくの間，姿を見せることはなか

った。小柄な連邦議会議員は，ほかの多くの事が気になっていた。選挙は終わっており，彼自身

はとても手際よく当選した一方で，誰が大統領に選出されるかについては，若干の問題が起きて

いた。後に公式発表で示されたように，ティルデンは 25 万以上の得票差で，然るべき勝者であっ

たが，その時点で，南部の 3 州（サウスカロライナ，フロリダ，ルイジアナ）の結果が，いまだ

未確定であった。その結果がヘイズを選出した場合，ヘイズは大統領選挙に勝利するために必要

な選挙人を得ることになると，共和党が主張していた。依然として，ティルデン陣営の主導者で

あったヒューイットは，ティルデンを当選させるために，できる限りのことを全て実行していた。

演説文を書き，異議を唱える州に著名人達を派遣して公平な開票が行われるように監視させてい

た（一方のグラント陣営は一連の“応援活動をする政治家”を派遣していた）。そして，“自治の

破壊を招くような詐欺的な違法行為・・・等のあらゆることを大胆に糾弾”させるために，仲間

の民主党員を結集させていた。だが，共和党は，アメリカ民主主義の百周年の大統領職を奪い取

ろうと，民主党に比べて，賄賂を使って，より素早く効率的に活動していた。ヘイズは，大統領

選挙人投票において 1 票差で勝利した。だが，このような結果となるには，1877 年 3 月まで掛か

ることになり，その時までヒューイットは，ほとんどの時間をワシントンで過ごしていた。彼が

ローブリングの当時の動きについて，どのように考えていたかについて何も発言していない。 

 

 

 

その間にローブリングには実施すべき作業があり，それに専念していた。 

 

ニューヨークでもローブリングは，依然として部屋に閉じこもった状態であった。キャットウ
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ォーク用ケーブルや，2 本目となる吊枠用ケーブルの施工の進捗状況は，アシスタント技術者か

ら絶えず報告されていた。そして，主ケーブルの素線の契約が決定するのを待っている間，直接

マーフィーに準備を怠らないように，うるさく注意した。作業員の力量を確保するため，ケーブ

ルのエアスピニング工法に対する訓練をする必要があると，ローブリングは説明した。その作業

に関しては全員が初心者であり，ひいき目にみても非常に難しく，慣れていない者にとっては，

ものすごく危険な作業であった。作業員には，個々のストランドのたわみを調整する重要な技術

を教える必要があった。別の作業員には，素線に油を差し，素線を継ぐ方法を教える必要があっ

た。ローブリングには，使用する種々の機械を操作する優秀な男が必要であった。「我々のこれま

での橋梁では，いつも新たな作業を開始するために，年配で経験豊かな多くの作業員をほぼ必要

なだけ確保できたが，今回の作業では全く足りない」と彼は述べた。 

 

現在発注している少量の素線だけであれば，一緒に作業をしている作業員で充分であるが，や

がて大きな違いがでてくるはずと，ローブリングは説明していた。そこで，マーフィーは 30 トン

の素線を発注した。ジョン・A・ローブリングズ・サンズ社と別の 2 社にそれぞれ 10 トンずつを

発注し，そのうちの 1 社は南ブルックリンの J・ロイド・ヘーグ社であった。 

 

ローブリングは，アシスタント技術者宛に，絶え間なく速達便を送った。それは，貯蔵用の油

釜に対する要求すべき仕様を明示したり，もうちょっと点検したいのでフェルールジョイント（素

線の連結部品）の試供品を送付するよう指示したり，鉄製と鋼製の素線の取り扱い方の違い（彼

は鋼製素線に亀裂が入ることを懸念していた）を説明するような書簡であった。ローブリングと

共働させるコンサルタントの問題に関しては、マーフィーとストラハナンへの長い手紙で，彼は

いつもの無愛想さで「私より優れた人物がコンサルタントになるのであれば，私は辞任し，同程

度の人物でも辞任する。私より劣る人物であれば，それなりの地位に据えるべきである」と自分

の見解を述べた。アスピンウォールと数人のニューヨークの理事が，橋梁が完成する前にローブ

リングが亡くなるといけないから心配していることは，無理のないことであった。しかし，彼ら

が理解しなければならない状況があった。ローブリングは「結局，人間には，実務的な作業を行

う能力や力量には限界がある。だが計画に関して言えば，千人の作業員を数年間雇用しておくの

に十分な仕事量を，一人が数時間で考え出すことできる。・・・私にとって，仕事を継続すること

は，誇りと名誉の問題である。ただし皆さんは，私が技師長としての職責に完全な適切性を発揮

できず，皆さんに十分な警告を与える瞬間まで，ずっと私を信用すべきである。・・・」と書いて

いる。実をいうと，彼はコンサルタントに関するこれ以上の話で，悩まされたくなかった。 

 

ローブリングは，ヨーロッパの人々の鋼への対応に精通するため，デンマーク語とスウェーデ

ン語を学び始めていた。彼は，弟のフェルディナンド宛に，鋼製素線の押し出し成形に関する長

くて，高度な技術的な指示を送っている。そして，そのような書簡の 1 通では，すでに供給中の

ローブリング社の製品の欠陥について解説している。そこには，おそらく彼の昔からのユーモア

のようなものが，表れている。「誰もが，そのトラベラーロープを怖がるようになってきている。

それ程多くの素線が，ロープの中で破断しつつある。それらの素線が破断する時，どこでも聞こ

えるような音を出している。そのロープが，架橋公社の事務所の上に掛かり，もし破断したら，
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理事が 10 人ほど死亡するかもしれない」 

 

ケーブル素線の封緘入札は，12 月 1 日まで，ブルックリンの架橋公社の事務所で受け付けられ

ることになっていた。一方，ニューヨーク側主塔の傍の 29 番埠頭では，各々の応札者が提出した

素線の試供材について，応札者やその代理人の立ち会いのもとで，種々の機械上での試験が実施

されていた。ここまでは，それらの人々全員が，その対応に十分満足していた。 

 

仕様書では，バーミンガム規格（Birmingham Wire Gauge）で線番 8（直径指定 0.165 インチ

[4.191mm]），破断強度が 3,400 ポンド（1,542kgf）以上となるとなる鋼素線を要求していた。鋼は，

中程度の品質で，硬過ぎず，柔らか過ぎずない硬さで，素線は，“真直ぐな”素線が要求されてい

た。すなわち，巻いた素線を床面で巻き戻した時に，完全に真直ぐとなり，コイル状に巻き戻る

ような特性が一切ないものが必要であった。 

 

仕様書では，680 万ポンド（3,084t）の素線を求めていた。試験の間に，素線が破断するまでに

指定した伸びを保持でき，指定した長さに引張した後でその張力を除荷した時，指定した伸び量

を回復する特性が要求されていた。仕様書には「検査官と製造業者の間で，いかなる論争が発生

した場合でも，唯一の技術者が判定者となる」と記載されていた。しかし，ローブリングが寝た

きりの状況であり，実質的には，マニンと一緒にペインが全責任をもって，試験を実施し記録を

残していた。 

 

1876 年 12 月 4 日月曜日，理事達が公式な開札のために参集した。ヨーロッパの製造業者から

の 3 社を含み，全部で 9 社からの応札があった。 高応札価格は，マサチューセッツのウスター

にある素線製造会社であり，1 ポンドあたり 14 セント弱で総額 100 万ドル近くとなっていた。

低応札価格は，その半分以下のジョン・A・ローブリングズ・サンズ社で，ベッセマー鋼で 1 ポ

ンドあたり 6.75 セントであった。ローブリング社は，坩堝（るつぼ）鋼6による応札価格も提出し

たが，それは，他の 1 社が提出した坩堝鋼の応札価格よりも高かった。その 1 社とは“南ブルッ

クリンの J・ロイド・ヘーグ”からの応札であった。 

 

理事会が終了しても，どの応札者にもその結果は公表されなかった。応札に関して，試験が完

了するまで，それ以上の全ての審理実施を延期したことを，記者は知らされた。それでもなお，

ローブリング社が低い入札をしたという噂は広まり，誰もがそのことは当然と思っていた。 

 

 

 

しかし，12 月 13 日，ニューヨークのヘラルド新聞は，アルバート・ヒルという男性の取材結

                                                        
6 坩堝鋼とは，坩堝あるいは鋳型の中で比較的少量で造られる鋼で， 高級の鋼とみなされており，もっぱら工具

を製造するために使われていた。ベッセマー鋼は，イギリス人ヘンリー・ベッセマーによって，20 年前に開発

された「転炉」を用いた製造法による鋼であり，市場で も安価な鋼で，1870 年代に も大量に主として線路

で使用されていた。2 種類の鋼のなかで，坩堝鋼は明らかに優れていると考えられていたが，ベッセマー鋼の品

質管理は，実際には，カーネギーやその他の人々によって，驚くほど改善されていた。その鋼は，はるかに大

量に生産することができ，全く問題のない品質の材料であった。 
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果を掲載した。その人物，は事務所がブルックリンのフルトン通りにあるコンサルティング技術

者と紹介されていた。彼は，ローブリングが書き上げた素線の仕様書と，素線を審査するために

行っている試験に関して，非常に悪い印象を与える多くことを述べていた。橋梁関係者は，ケー

ブル素線とその技術面での特性が市民の関心の的になるとは，誰も考えていなかったが，まさに，

そのような事態が起きてしまった。 

 

ヒルは，その仕様書の記載が不十分である（彼は，“複雑な”，“面倒な”，“曖昧な”というよう

な形容詞を使っていた）と考えていた。素線の製造方法が強調され過ぎており，使用する鋼の種

類に関する記載が少な過ぎると考えていた。彼は，ローブリングが要望する鋼の種類を明示して

いなかった仕様に，強硬に異議を唱えた。ヒルの見解では，坩堝鋼だけがそのような橋梁で受領

できる材料であり，ローブリング自身が，既に使用中の他の鋼製ロープに対する以前の仕様書で

要求していたことであると，彼は発言していた。それは，全く真実であった。今回，ローブリン

グが，どのような理由で坩堝鋼を要求しないのか，ヒルにとっては非常に不思議なことであった。 

 

結局，ヒルは，試験の 終的判断を行う技師長が，有名なトレントンのワイヤー企業の一員で

あることに，まったく納得していなかった。あらゆる情実疑惑のない契約を行うために，技術者

の公正な委員会がその試験を行うことを，ヒルは要望していた。 

 

その翌日，ヒルを取材した記者は，29 番埠頭に向かい，テストがどのように実施されているか

を確認し，C・ C・マーティンと話した。しかし，マーティンは，マーフィーに会うように告げ

て，記者をブルックリンに送り返した。マーフィーは，それについて何の意見も述べなかった。 

 

マーフィーは，すぐにローブリングに連絡をした。マーフィーは，ローブリングが何を言おう

としているのか知りたかった。ローブリングは「ヒルは，誰もが理解している試験の重要性を全

く理解していない」と答えた。試験用に提出された種類の素線を，応札者が供給することを保証

するものは何もなかった。ローブリングは「ある会社の試供材が良好すぎた場合，その会社が受

注したとすれば，確実に製品の基準を引き下げるであろう。また，素線が基準に達しなかった会

社は，自社の素線を，その納品時期までに基準に達するようにする必要がある。・・・試験の趣旨

は，各々の応札者が要求されるその種の素線を製造できることを，私に納得させることであり，

そのような素線の製造が不可能な要求ではないということを，応札者に納得させることであ

る。・・・私が仕様書の草稿を作成した時， 低価格の応札者と契約することを知っており，簡単

な防護措置として試験を課すことが，私の責務であると考えた。・・・既存のあらゆる材料のなか

で，素線というものは，あらゆる種類の試験がほとんど可能な形状をしている。必要に応じて，

長さ 1 マイル（1.6km）の素線の全長を対象とした弾性試験でも，ほとんど無傷で行うことができ

る。素線は，たくさんの隠れた欠陥があるような巨大な鋳造物ではなく，あるいは， 初の発射

で破裂する大砲のようなものでもない」と述べている。 

 

彼が今までに試験した試供材の中で，どれが も素晴らしかったかを単刀直入に尋ねられたと

すれば，マーフィーに「それは，イギリスのマンチェスターのリチャード・ジョンソン＆ネフュ
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ー社からの試供材でしょう」と答えたであろう。入札自体に関する限り，彼は“何も知らない”

ままであった。 

 

しかしながら，ヒルは更に多くの発言をしていた。今度は，仕様書の計算が不適切であると主

張し，ヘラルド新聞は，ヒル自身の計算結果，すなわち素線の総重量と総延長，直径や物理的原

理（専門の技術者以外のほとんどの人が， 後まで理解することができず，望んでもいない説明）

を，長々と説明する難解な記事を発表した。だが，ローブリングの仕事の処理能力についてこの

先の不安を感じ，工学技術について無知同然の大部分の理事達は，ニューヨークで 大級の影響

力のある新聞の 1 紙に活字で説明された全てを見て，大いに不安を感じた。 

 

ヒルは 後に「もちろん，これは理論上の実証にすぎない」と述べていた。ヘラルド新聞がど

のようにして全く偶然にヒルに出会ったのか，編集者がそのような役割をさせるために，なぜ彼

の意見を選定したのかは，明らかにされなかった。ヒルも認めているように，ヒルはこれまでに

吊橋の建設に関わったことはなかった。彼のことは，アシスタント技術者の誰もが，20 年以上ブ

ルックリンに住んでいるマーティンでさえ，聞いたことがなかった。しかし，ヘラルド新聞は，

ヒルの論拠が明快で分かり易いと考え，ローブリングの計算の誤りは，仕様書が無効となるほど

紛れもない事実であり，その仕様書による契約を実施すべきでないと主張していた。ヘラルド新

聞の記者は，ヒルに同意する他の技術者として，コロンビア大学の土木工学の教授であるフラン

シス・ビントン将軍を訪問し，ラケット・クラブの独身者用宿舎で取材した。ヘラルド新聞の社

説は，橋梁の理事会がその嫌疑に答えるよう要求し，架橋事業の運営に関係する誰もが，非常に

イライラするようになった。 

 

ヒルの計算の要旨は，仕様書で指定している線番 8 の素線の破断強度は，ローブリングが記載

したような 3,400 ポンド（1,542kgf）ではなく，3,600 ポンド（1,633kgf）であるとのことであった。 

 

実際には，どの試供材も素線の試験で調べており，またペインがとても手短に説明しているよ

うに，ヒルが主張している嫌疑は全く問題外であった。しかし，それが判明する前に，不当な情

報を知らされた 3 人の理事が，その問題で取材に応じることに同意した。アスピンウォール将軍

は「各々のケーブルは 6,300 本の素線で構成されており，200 ポンドの違いはどちらにしても，そ

んなに重要なことではないと考えている」というような愚かな説明をした。トーマス・キンセラ

は「私は，この件全てに関して，ヒューイットと同じ意見である。ヒューイット自身もワイヤー

製造業者であり，その彼が仕様書の間違いを認めていない」と簡単に述べている。そして，匿名

の 3 番目の男性は「私には，ローブリングが兄弟に契約を取らせたい理由が理解できる。自分が

ローブリングの立場であれば，自分の兄弟が契約を取ることを望むはずである」と述べている。 

 

ヒルは「1 素線につき 200 ポンド（90.7kgf）の違いは，6,300 本の素線では 126 万ポンド（572tf）

もの違いとなる。私は，ローブリングが技術者でないことを立証するつもりはないが・・・」と

反論した。ヒルは結論の中で，以下に示すような 後に根拠のない注釈を付け加えた。これに関

して，間違いなくローブリングは，その時まで自分のことについて言われていたことと，同じく
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らい不愉快きわまると感じたであろう。 

 

私は少なくとも，ローブリング大佐には，ある程度までこれらの間違いの批判に対し

て責任があると，認識している。しかし，ローブリング大佐は，父親が始めた仕事を遂

行しているだけであり，彼がずっと健康も損なっていることを考慮すると・・・理事会

がこれらのことを心に留めておくべき，情状を酌量する状況にあると認識している。私

が指摘した間違いは，ローブリング大佐が信頼している一部の部下が犯したものかもし

れない。例えば，ローブリング大佐が，その成果を実際に管理することなく印刷された

のかもしれない。ある理事が，自分が技師長の立場であれば，自分のもとで自分の兄弟

に契約を取らせたいと望むはずと発言していることについては，好みの問題である。 

 

かなり多くの人々は，ばかばかしいほどの大騒ぎはあっても，おそらく何も変更されないだろ

うと考えていた。しかし，数人の理事に与えた影響は，やはりかなり深刻であった。慌てて，仕

様書と試験が“調査対象”と決められ，マーフィーは，直ちにヒルの疑念に対する答えを出すよ

うに，ペインに指示した。 

 

フェルディナンド・ローブリングは，ヘンリー・マーフィーに会いにトレントンからやって来

て「ローブリング家は，このような状況はもうたくさんであり，状況を単純化するために応札を

すぐに撤回する」と申し入れた。しかし，平静を保っているように見えたマーフィーは，彼を説

得して，それを思いとどまらせた。 

 

 

 

クリスマスの 2 日前，マーフィーは，入札について検討して，勧告を行うために，執行委員会

の内々の会議を招集した。現時点で試験は完了して，技師長からその結果報告を受領していると

発表した。ペインからの回答書も受領していた。 

 

ペインの回答書では，ヒルの理論的な計算値は，バーミンガム規格の線番 8 の特定の比重と直

径を用いたヒル独自の計算に基づいたものであると，説明されていた。ヒルが用いた比重と直径

は，橋梁技術者が使用している丸めた値とは異なる値であることを，ペインは認識していた。ペ

インは「これらの仕様書は、実質的な素線製造会社への指導を目的としたものであり，分かりや

すい言葉で，実際の作業者が理解しやすいように書かれている。また，利用する製造法や，ケー

ブルの施工で必然的に利用する詳細な計算を制約するものではない」と説明していた。続いて彼

は，会議の出席者全員が納得できるように，仕様書の正確さを逐一確認しながら，ヒルの各々の

嫌疑を論破し続けた。しかしながら，ペインは，使用する鋼の品質に関してヒルが提起した質問

には，答えようとはしなかった。 

 

続いて，マーフィーは，試験に関するローブリングの報告を読み上げた。 
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図-18.5 トーマス・キンセラ 

(1832～1884) 

その書面には，12 月 18 日の日付が入っていた。その時点で，ローブリングは，どの会社が

低入札者であったか，あるいは，入札価格がどれほどであったかについては，知らされていなか

った。彼は，ほぼ全ての応札者が要求規格を満足させることができたことを報告していた。2，3

の事例を除き，彼は，提出された多数の試供材で使用されている種々の鋼に関する情報も把握し

ていなかった。また，製造業者が応札時にその情報を提出しているかどうかも，知らなかった。

とにかく，彼は「完璧な 600 万ポンド（2,722ton）の量の絶対的保証として，2 本の特別に作成さ

れたリング（素線の試供材）を受理することは，とても愚かなことである」と述べていた。続い

て，彼は，各々の製造業者の試供材について簡単な説明をしている。その説明の先頭には，次の

ような解説が記載されている。 

 

J・ロイド・ヘーグ氏は，3 種類の異なる金属材料を用いた明らかに鋳鋼製のたいへん良

い素線の数本の試供材を提供している。引張強度は要求条件を上回っており，伸長性能

はたいへん良好であり，弾性限界も標準に達しており，弾性係数も適格である。この素

線は，直線性が良好で，亜鉛メッキも平滑で，利点ではないが素線の外観には光沢があ

る。・・・ 

 

高の素線は，イギリスのリチャード・ジョンソン＆ネフュー社の製品であった。クリーブラ

ンド・ローリングミル社からの試供材は，十分に良好であったが，亜鉛めっきが不良であった。

あるドイツ製の素線も素晴らしいと評価され，ジョン・A・ローブリングズ・サンズ社からのベ

ッセマー鋼素線の 1 本の試供材リングはとても良好であることが明示されたが，他の 2 本のロー

ブリング社からの鋳鋼製の試供材リングは，曲げ試験に十分に耐えられなかった。 

 

一旦，マーフィーがローブリングの報告書の読み上げを完了すると，執行委員会は全員一致で，

契約をジョン・A・ローブリングズ・サンズ社と締結するように勧告した。そして，マーフィー

は，次週に理事会の特別会議を招集するよう要請を受けた。 

 

だがその時点で，状況は，舞台裏で素早く変わり始めていた。

数人の理事と，中でも注目すべきはトーマス・キンセラ（図

-18.57）が，時間稼ぎを始めた。クリスマスの 2 日後，次の理

事会が開催された時に，キンセラからの動議で，契約に関する

評決をさらに 2 週間延期することが決議された。新聞には，試

験結果がいまだ検討中であると通知された。応札価格だけが報

道機関に公開されたが，それは新聞の見出しが決まるだけで，

多くの事が未定であった。 

 

ヘラルド新聞は，このような 近の契約延期がヒルの暴露に

よる必然的な結果であると，すぐさま主張し，延期の判断をし

た理事会の“尊敬すべきメンバー”を称賛した。少し後で「安

                                                        
7 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Kinsella_New_York_-_Brady-Handy.jpg （参照 2016-04-28） 
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い鋼は弱い橋梁を保証する」という見出しで，一連の問題は 初にヒルが指摘した一件「なぜ，

ローブリングが坩堝鋼を指定しなかったのか」にあると，ヘラルド新聞は強調した。 

 

そして，評決する理事会開催の前日の晩に，当初はヒルの抗議を完全に否定していたイーグル

新聞（以前，イーグル新聞は，ヒルが実際にはハンガリー人であるという暴露記事を掲載してい

た）は，もしかするとベッセマー鋼が結局のところ 高の答えではないかもしれないと，言い出

した。キンセラは，三段抜き社説で「確かに，ベッセマー鋼の素線は， も安価である。しかし，

も安い素線，あるいは も安価な値段で 良の素線を購入すべきかどうかに関わらず，明日の

理事会で，その点を考慮するよう求めるかどうかが，問題である」と論説した。 

 

また，キンセラは，ローブリング家の事業とローブリングとの繋がりの問題を当て付けに持ち

出し，おそらく，その事業からのローブリングの離脱が全く当てにならないものであったか，あ

るいは， も立派な理由で離脱していないのではないか，とまで言及した。「 近の彼は，弟達を

困らせないように，トレントンでの事業に関心を示さないように見える。・・・・しかしながら，

これを考慮すると，全体的な問題が複雑になることは，隠しようのない事実である」 

 

その話題をしっかりと追及していた人々にとって，状況が変わってきていることは明白であっ

た。イーグル新聞は，これまで一度もローブリングに対して批判的な言葉を使ったことはなかっ

た。実際に，ローブリングという人気のある人物を作り出したのは，誰よりもキンセラであった。

さらに， も安い価格で 高の鋼というキンセラの要求は，明らかに，その契約を坩堝鋼による

低価格応札者と行うべきであるという別の表現であった。その応札者とは，もちろん，ブルッ

クリンの J・ロイド・ヘーグであった。しかし，キンセラが理事の誰に話していたか，あるいは，

その相手が何人いたかは，誰も知らなかった。 

 

 

 

1877 年 1 月 11 日の午後の理事会は，架橋公社事務所の役員室で通常通り開催された。その当

時，そこには，巨大なフレームに描かれたヒルデンブランドの壁画サイズの図面と一緒に，百周

年博覧会に出展されたローブリングのケーブルの模型が，目立つように展示されていた。会議は，

これまでで 大規模であった。出席者は 19 人で，1 人を除いて全員が出席していた。その 1 人と

はエイブラム・ヒューイットで，ワシントンを“どうしても離れることができなかった”からで

あるが，やはり，その存在は，とても大きく意識されたはずである。また，部屋の中には，後ろ

で控え目に着席して何も発言しない特別に許可された数人の訪問者がおり，その一人が J・ロイ

ド・ヘーグであった。 

 

初の議題は，1876 年に関する技師長からの年一回の報告書であり，それはヘンリー・マーフ

ィーによって発表された。報告書には，特に，素線を試験する方法と理由についてローブリング

の説明が含まれており，ローブリングがマーフィーに力説したように，試験結果を厳格な品質保

証として取り扱わないように強調されていた。技師長は「これらの試験結果の確実な実施の確約
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は，信頼と信用の問題として残っているはずである。橋梁全体の建設には，信用が不可欠である」

と述べていた。 

 

その後，理事会では，契約はローブリング社と行うという執行委員会の勧告の決議について，

議論が始まった。スローカム将軍は，素線の製造をローブリング社に任す前に，素線を検査する

軍の技術者を任命することを要望した。彼が発言したこの意見は，技師長に関するあらゆる公共

の疑惑を，完全に排除するはずであった。採決は，後回しにされることとなった。 

 

引き続いて，議長は，1 月 8 日ワシントンの日付のあるエイブラム・ヒューイットからの手紙

を読み上げるよう要請された。その手紙は，マーフィーに宛てられたもので，たいへん長いもの

であった。ヒューイットは，依然として，ワイヤー契約を誰が受注するかを大変気にかけていた。 

 

彼は，理事会が仕様書や仕様書で要求されるその種の検査を信頼するのであれば，理事会が

低価格入札者のローブリング社との契約を結ぶ以外にどうしようもないことが，私には理解でき

ないという言い方で，その手紙は始まっていた。 

 

しかしながら，この件に関して，あの会社の株主への技師長の個人的な関係を考慮して，

また，技師長が当然受けるべき名誉ある評判を護るためにも，技師長の指揮や管理から

完全に独立した素線の検査を実施することが，理事会の是非とも果たすべき義務である

と，私は思っている。この件では，技師長が理事会に対して，心遣いのある要請をして

礼儀を示すであろうと，私は間違いなく期待している。 

 

ヒューイットは「しかし，仕様書が素線の適切な品質を保証しているか，ベッセマー鋼がその

品質を備えているかは，とても大きな疑問として残っている。品質は備えていないというのが，

私の意見である」と述べていた。彼は，ベッセマー鋼が十分な品質とは考えていなかった。「私に

は，このような問題に関して多くの経験がある。ローブリングが指定したその種の試験で，ベッ

セマー鋼の素線品質の適否を判定するには，十分とはいえない」と述べていた。 

 

したがって，私の知る限りでは，市民の安全性を適切に考慮して，理事会は契約書に，

素線の製造にはベッセマー鋼を使用しないこと，あるいは，ベッセマー鋼を使用した素

線については，既存の仕様書に示した以上の異なる更に多くの試験を実施すると明記す

べきである。それらの試験は，請負者とまったく関係のない技術者によって，実施され

るべきである。・・・ 

 

・・・正直なところ，私は，仕様書で規定された現在の試験結果によって，ベッセマ

ー鋼に賛成票を投じる危険を冒すつもりがないほどの，大きな疑念を持っている。また，

現在想定しているよりも更に慎重に用心深くしない限り，ベッセマー鋼で製造された素

線を利用することで得られる明らかな経済性については，その利用に伴う危険性と比較

すべきものではないと確信している。 
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図-18.6 アシュタビーラ橋梁 図-18.7 崩落状況 

 

その手紙は爆弾宣言であった。これが，4 ヶ月前に同じ部屋に着席して“きわめて賢明な”仕

様書を要求し，彼が広く公表した決議で，素線事業とローブリングとの関係で浮上した全ての倫

理的な疑惑を一応は解消させた，同じヒューイットであった。さらに今回のヒューイットは，期

せずして，ローブリングに坩堝鋼の指定を迫るのではなく，その上，ベッセマー鋼での応札を無

視するように，迫っているまさしくその 1 人でもあった。 

 

依然として，一応ヒューイットは専門家であり，その当時，特に民主党員の間では台頭してい

る人物であった。そして，政治活動や人柄に無関係な重大な疑惑が，ヒルの発言によって高まっ

てきた。役員室の中で， も公明正大で，全く偏見がない理事達でさえ，ヒューイットあるいは

ローブリングのどちらを支持すべきか，はっきり言って当惑していた。 

 

さらに，全員の心の奥深くには，つい 近の世間を驚かせた 2 件の惨事があった。12 月 5 日夜，

ウィリアム・キングズレーの建設会社が施工し，彼の仲間であるアブナー・キーニーが所有する

ブルックリン劇場で火事が発生した。295 人の人々が死亡したが，死亡者の多くは，バルコニー

が崩壊したことによるものであった。市の歴史の中でも， 悪の災害であった。その後，12 月 29

日の夜には，オハイオ州アシュタビューラで橋梁（図-18.68）が崩落し，19 世紀での 悪の鉄道

災害の 1 件となった。その橋梁は，建設後 11 年しか経ていない，75 フィート（23m）の峡谷を渡

る錬鉄製のトラス橋であった。2 台の蒸気機関車で牽引された列車が，吹雪の 中に橋梁を渡り

始めた時，中央径間が崩壊した（図-18.79）。どういうわけか，金属の強度不足であると思われて

いた。80 名が死亡した。 

 

新聞社は怒り，説明を強く求めていた。ハーパー・ウィクリー誌は，その 新の問題について

次のように問いただしていた。 

 

それは，施工が間違っていたのか。粗悪な品質の鉄が使われていたのか。11 年間供用し

た後で，突然，その強度を失ってしまったのか。・・・橋梁は， 高の材料で施工された

のか，それとも， も安い材料で施工されたのか 
                                                        
8 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ashtabula_bridge.jpg （参照日 2016-06-26） 
9 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ashtabula_Bridge_disaster.jpg （参照日 2016-06-26） 
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その鉄道の技師長であったチャールズ・コリンズは，橋梁の設計には無関係であったが，その

事故に関して頻繁かつ誠実に検討し，自らの辞任を申し出て，その後自殺した。 

 

アシュタビューラ橋梁は，安っぽく建設されたわけではなく，その鉄材は，なんらか不可解な

状況で突然その強度を失ったわけではなかった。その後の調査報告が示すように，おそらく橋梁

は，脱線した数両の列車の車輪が橋床に激突し，そのような強烈な力に対して耐えられるように

建設されていないことから，崩落したものであった。しかし，悪い（安い）金属では崩落すると

いう印象が，世論に植え付けられた10。 

 

ヒューイットの手紙が読まれたあと，ニューヨーク市の会計監査官であり，“正直者のジョン”

で知られるジョン・ケリーの要望により，応札結果がもう一度再検討された。ケリーは，タマニ

ー・ホールの代表として，ツィードにとって代わった人物である。アスピンウォール将軍は「坩

堝鋼の歴史は，なお一層の熟慮を必要とするほど，あまりにも良く知られている。・・・全ての問

題は，橋梁のケーブルにどのような鋼で製造された素線を利用するかという問題に帰着する。そ

の素線の強度は，ベッセマー鋼を使用した場合は疑念が残る可能性があるが，坩堝鋼を使用した

場合は全く疑念がないということである」と述べた。彼は，断固として，坩堝鋼以外は何も使わ

ないことに賛成という考えであった。 

 

ニューヨークのイーライ市長は「このことは，橋梁の全体的な経緯のなかで理事会に提示され

たとても重要な懸案である。私は個人的にその課題に精通するために，もう少し時間を頂きたい」

と発言した。それゆえ，彼は休会を要求した。しかしスタラナハンは「多くの出席者のある今こ

そが，その課題を議論すべき時である」と発言し，会議は継続された。 

 

理事の中に，ウィリアム・マーシャルという裕福なロープ製造業者で，ブルックリンではとて

も知られた市民がいた。彼は，かつてジョン・A・ローブリングとの会話を思い出していた。そ

の中で，ローブリングは，自分の息子が指定した素線の 1／2 に対する引張試験について話してい

た。だから，仕様で要求する基準については，あまり心配する必要はないとマーシャルは見てい

た。彼は「重要な事は，基準を満足している素線を購入することである」と彼は発言した。ここ

までとても静かにしていたトーマス・キンセラは「父親のローブリングの非公式の意見について

は，不当な影響力となるので採用すべきではないと思う」と発言した。キンセラは， 低価格の

鋼は も安価にはならないと考えていた。「橋梁のためになることを行うことが理事会の義務であ

り，理事自身のために行うことでもある」と発言した。彼は，特定の鋼に関心があるのではなく，

理事達にそのことを理解するよう望んでいた。だが，自らの市については，関心と誇りを持って

おり，市内の業者が落札することを当然望んでいると発言していた（入札には，ブルックリンの

2 社，J・ロイド・ヘーグとクロム・スチール社が参加していたが，クロム・スチールの応札額は

                                                        
10  アシュタビューラの事故は，当時の何百橋の橋梁崩落の中で 悪のものであった。1870 年代では，1 年に 40

橋程が崩落しており，4 橋を建設する毎にほぼ 1 橋の割合で崩落していた。1880 年代には，およそ 200 橋以上

が崩落している。道路橋の崩落は，ごくありふれたものであったが，鉄道橋の崩落はたいへんな注目を集める

とともに，多くの犠牲者がでている。 
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ヘーグの応札価格より 20 万ドル以上も高く，事実上全く勝算はなかった）。キンセラは「私は坩

堝鋼を使う方に投票するつもりである」と発言した。 

 

ヘンリー・マーフィーは，技術論文から若干の抜粋を読みあげた。その論文は，ベッセマー法

によって製造される鋼の優位性を絶賛したものであった。その後，坩堝鋼を採用するや否や，ロ

ーブリングの初期の仕様書がどのような坩堝鋼を要求し，その理由は何だったのか等に関して，

長時間の議論が行われた。ウィリアム・マーシャルは，ヒューイットの主張で，皆の考えが変わ

ってしまったことに気づいた。マーシャルは「ヒューイット氏はちょっとした専門家であり，鋼

について，もう少し知っておくべきである」と発言した。問題は，ヒューイットの主張が，議論

のどちらの側にも立証するために引合いに出すことができることであった。 

 

会計監査官のケリーは「私は執行委員会に差し戻し，ベッセマー鋼に対する入札を行うよう要

望する」と発言した。すなわち，ケリーは，他の製造業者にも低品質の鋼に対する入札の機会を

与えることを要望し（まるで 初にその機会がなかったように），執行委員会が再度入札を行うこ

とを提議した。アスピンウォールが，その意見への支持を表明した。その動議が採択され，キン

セラに「どのような種類の鋼を使用するかの問題について，会議の優勢意見の決を取るべきであ

る」と発言させずに，差し当たり議論が締めくくられたようである。キンセラは「私は，坩堝鋼

を使用する 低入札価格者と契約するという動議を提出する」と発言した。 

 

ケリーは「私は，決議が通らないことを期待している」と発言した。アスピンウォールは「私

は，無理矢理，態度を明確にすることについては反対である」と発言した。キンセラは「私は皆

さんに無理矢理決心させるつもりはありません」と答えた。唯一の対応は，確認投票を行うこと

であった。スタラナハンは「この状況が続けば，動議で坩堝鋼を使用することになるであろう」

と発言した。 

 

投票が行われ，動議は 8 対 7，棄権 4 で否決された。数件の説明が行われた後，会議は解散と

なった。時刻は午後 5 時になろうとしていた。だがその後，執行委員会が密かに開かれた。理事

会が指示した再入札を行うことなく，直ちに J・ロイド・ヘーグとの契約が認められた。 

 

執行委員会での発言内容は全て秘密となっており，どのようなことが起こったかを知る方法は

ない。理事会への書簡の中で，後にマーフィーが語ったことは，執行委員会での決定がキンセラ

の確認投票の必然的な結果であったということだけであった。マーフィーの書簡では「投票は，

大多数のうちの 1 人が望んでいたものであったけれども，執行委員会では，ベッセマー鋼の使用

に断固反対する意見と見なしていた。執行委員会の見解では，主ケーブルのような重要な部位に，

相当数の理事に信頼されない材料を採用することは，賢明ではないというものであった。経費に

対する問題は重要なことではあったが，安全性よりも下位のことであった。そして，2 種類の鋼

素線の費用の違いは，全員の合意や全体的な信頼性を妨げるような論争を容認することに比べれ

ば，とても些細な金額であった」と述べている（ヘーグの応札価格と，ローブリング社のベッセ

マー鋼を使用した場合の応札価格との違いは，132,600 ドルであった）。執行委員会の公式記録に
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は，出席者は 7 名（マーフィー，スタラナハン，スローカム，バン・シャイック，モトリー，マ

ーシャル，キングズレー）であったと記載されている。 

 

投票はどれほど近接していたのか。誰がどちらに投票したのか。その答えは，記録には残され

ていない。 

 

12 月 23 日の会議以降，執行委員会は完全な方針転換を行った。しかし，全てが内々で実行さ

れたので，建前としてはその橋梁を所有する市民は，その件について何も知らなかったようであ

る。4 日後の 1 月 15 日月曜日，理事会の特別会議が招集された。マーフィーは，J・ロイド・ヘー

グが保証金として 5 万ドル，すなわち契約金の約 10%を納める予定であると発表し，ヘーグが試

供品と同等の品質の坩堝鋼を供給すると約束した手紙を読み上げた。その次にヘーグと契約する

という決議が 16 対 1 の投票で承認された，なお，反対の 1 票は，ウィリアム・マーシャルによっ

て投じられたものである。 

 

その結果，橋梁の素線には，ローブリング社の素線が使用されないこととなった。素線は，ロ

ーブリングがマーフィーに対して，特に信頼しないよう警告した 1 人の男性によって，ブルック

リンで製造されることになった。 

 

そのニュースは，ブルックリンでは暖かく受け取られた。トーマス・キンセラは，それを“た

いへん満足できる”決議と言い，ブルックリン製造業者が，アメリカやヨーロッパの主要な製綱

メーカー（彼はそれがどこの会社を指すかを明示しなかった）に勝ったことが“祝うべき事柄”

であると言った。この素線論争自体の決議には，イーグル新聞の主張が，大きな功績を果たした。

「橋梁構造を支持するケーブルが，この大事業で も重要な機能であることは，あらゆる面で認

められていると我々は考えている。これらの失敗は，全ての失敗につながる」 

 

ユニオン新聞は「架橋公社は自らを誉め，これまでベッセマー鋼使用という不合理な提案を議

論してきたことを，できる限り早く忘れようと発言すべきである」と報じた。破滅的な大失敗が

かろうじて避けられたというような印象が残った。ローブリングが何をしているのか，誰がロー

ブリングに代わるべきなのかを，誰も理解していなかった。ユニオン新聞は，実施すべき迅速な

行動を望んだ。 

 

・・・理事会は，その大事業における次の も必要な段階，すなわち，直ちに適切で優

秀な顧問技術者を選定することで，我々と市民にこの騒動を忘れさせることができる。

我々は，この問題の異例の扱いにくさを理解している。確かに我々を含めて誰もが，現

在の技師長の身体的な問題や障害に，無関心で同情しないことを望んでいるわけではな

い。だが我々は，現状に対処しなければならない。その問題は，気持ちの面でも大変重

要であり，橋梁は，その技術者の 高の能力による活気のある対応を求めている。これ

は，ウィンフィールド・スコット将軍が，いつものように戦いの初期段階の間ずっと沈

黙したまま座っていたような場所で，突如発生した大きな反乱が，隠された巨大な力を
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持ちながらも，老齢により半分役に立たなくなった将軍11を発見した時のような状況で

ある。現在の状況は，この年配の英雄の「司令官の任務は，戦場に出て困難に耐え，鞍

の上で生活できるような人物によって，担われるべきである」という発言とその存在に

対して，あまりにも逆らっているように思われる。・・・だから今こそ，大きな橋梁建設

の事業には，行動的な顧問技師が必要である。顧問技師には，その仕事に，天性の適合

性と鍛錬によって 高の品質をもたらすことができ，あらゆる非常事態に耐えられる身

体的能力を持った人物が必要である。大規模で困難を伴う仕事は，無用な負担をかけ続

けるものである。今回の問題は，そのような障害をもった技師長がこの仕事を継続する

ことであり，彼の病室の雰囲気と静寂さに対する論議を抑制し続けていることである。 

 

素線の製造者決定の発表以後，ローブリングや，トレントンの彼の兄弟の誰からの意見もなか

った。しかし数日後，次のような書簡がイーグル新聞に掲載された。それには，トライポッドの

署名があった。それはワシントン・ローブリングによって書かれた可能性が，かなり高かった。 

 

私は，ニューヨーク・ブルックリン橋に関する顧問技師の指名に関するユニオン新聞

の記事に，注目してきました。私は，陰の実力者がこのような記事の内容や，類似の記

事を掲載させたものではないことを，理解しています。しかしながら，ヒル氏の事例に

ついては，そのような 1 件であるという結論せざるを得ません。ヒル氏は，素線に関す

る仕様書の間違いを暴露しようとし，その途中で， 終的には失敗に終わりました。・・・ 

 

ユニオン新聞は，“大きな困難に耐え”，実質的に“鞍の上で生活するような”顧問技

師を求めています。その筆者が書く内容を理解している場合には，その件に関してその

ような表現を決して使わないはずです。 

 

顧問技術者というものは，クッション付きの事務所椅子以外に，他の鞍には滅多に着

席することもなく，1 日のうち数時間だけ静かな事務所で話し，毎月の給料の領収書に

署名すること以上に，より大きな困難な仕事に身をさらけ出すことも滅多にないもので

す。 

 

ローブリング大佐が病気になって以降，行動が不自由な点で，橋梁建設に携わってい

る部下の職員達には，いつも苦労をかけています。仮にローブリング大佐が，もっと初

期の段階で，さらに多くの作業項目を，部下達に投げ出していたとすれば，現在の彼は，

ユニオン新聞によって愚弄されることもなく病室の空気を呼吸し，軍隊を老齢で退職し

た将軍との比較によって，侮辱されることもなかったでしょう。 

 

                                                        
11  ウィンフィールド・スコット（1786～1866）は，アメリカ陸軍の将軍，外交官であり，1852 年にはアメリカ

合衆国大統領選挙の候補者にもなった。「年取った空騒ぎ」，「陸軍の偉大な老人」というニックネームでも知

られ，アメリカの歴史の中で も長く 75 歳まで現役を務めた将軍である。多くの歴史家は，当時の も有能な

指揮官と評価している。 
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そして，現在のアシスタント技術者達は“肢体不自由者”の直接指示のもとで，橋梁

の完成に向けてこのような壮大な仕事を，非常に優れた技術と，誠実さや忍耐力をもっ

て，これまで効率よく進めてきたはずです。それでも，彼らが全く取るに足らなくて，

“天性の適合性と鍛錬と忍耐力”を持ち，馬に乗って指揮する資格を有する顧問技術者

に，その道を譲らねばならないと，告げられることになるのでしょうか。 

 

ユニオン新聞は，そのような人物をどこで見つけられる予定なのか，どうか私に教え

て頂けないでしょうか。病室外で活躍している技術者で，このような特殊な吊橋の仕事

について十分な実績を有し，その“肢体不自由者”と同じように仕事ができることを理

事会や納税者に保証できるような技術者を指名できるのでしょうか。しかも，その“肢

体不自由者”は，橋梁の計画に精通しその完成に専念しているローブリング大佐の指導

の下で，その仕事を通じて成長したと言われている人々に，支えられているのです。 

 

・・・現在，ニューヨーク・ブルックリン橋の建設に携わっている人々以外に，この

ような専門的な仕事を担える更に良い人材が，国内には不在というのが，現実なのです。

現在も今後も，事業に必要な人材は今のままで十分です。そして，常習的に不平をこぼ

す人々や，個人的な“人を痛めつける斧”を持っている人々が，その事業に口出しをし

なければ，そのような人々は，ある朝目覚めて橋が完成したことに気づき，開通式に参

加する準備をすることになるかもしれません。 

 

それが，実際にローブリングからの手紙であるとすれば，彼の感情を印刷物として示した唯一

のものである。だが，その時までに，ブルックリンの人々は，まさに顧問技師以上のことを話題

にしていた。完全にローブリングを追放するような動きが起こっていた。1 月 18 日，別の論説が

ユニオン新聞に掲載された。 

 

技師長 

技師長がどこにいて，病状はどうなのかという話は，架橋公社の理事会でも 深の謎

であり，公社を取材する熱心な記者にとっても，あまりにも重苦しく，噂話としても非

常に重苦しい状況になってきている。公式活動や姿を見かけない状況から，この半年の

間に，彼は死んでいるかもしれないし，埋葬されたのかもしれない。彼は，闇に包まれ

ている。・・・我々は，巨大なイースト川橋梁が危険にさらされていると明言する。それ

は，指導者が不在で，制御するワイヤーが誰かのしっかり護衛された病室に繋がってお

り，あらゆる技術的な議論が病気の抑圧された語調で行われているからであり，このよ

うなことが原因となり・・・。できるだけ早く，我々は，橋梁の仕事を全権委任する生

き生きした活発な技師長を任命し，両市の市民がその前途に満足できるようにしたほう

が良い。 

 

ヘンリー・マーフィーがこの記事を読んだとき，そのような告発に対するローブリングの敏感

さを知っている彼は，辞表に関する別の手紙が，翌日に手元に届けられると考えたにちがいない。



第 18 章 バーミンガム規格の線番 8 
 

 
 - 358 -

だが，そのような手紙が届くこともなく，ローブリングから辞任の話は一切なかった。ローブリ

ングは仕事に留まり，必要とあれば仕事のために戦うと決心したようであった。 

 

 

 

1877 年の状況がやや収まった頃，ワシントン・ローブリングは，彼の信書控え帳に，数件の驚

くべき私記を残している。 

 

彼は「素線契約をローブリング社から取り上げ，それを J・ロイド・ヘーグに与えるという全て

の策略は，エイブラム・ヒューイットの仕業であり，まさしく私がマーフィーに警告したことで

あった」と述べている。ローブリングは「ヘーグという名うての悪党は，実際にはヒューイット

の手下である。ヒューイットはヘーグの素線製造を抵当に取っており，ヘーグが橋梁の契約から

10%をヒューイットに回す限り，ヘーグに対する抵当権を行使しないという取引をしている」と

記録している。入札からローブリング社を除外するというヒューイットの 初の試みが（ローブ

リングが彼の持ち株を売ったために）失敗した後，ヒューイットは坩堝鋼の問題をでっち上げた。

ローブリングは，アルバート・ヒルがヒューイットやヘーグのために活動していたとは，決して

言わなかったが，それは事実であり，“トライポッド”と署名された手紙のなかで“陰の実力者”

に言及して，それを暗示したようである。ヒルは，ローブリングにあまり関心がなかったが，ヒ

ューイットは違っていた。ローブリングは「彼［ヒューイット］がこの計画を仕掛ける際に，理

事会において理事達の器量をうまく利用した。というのは，扇動家がある目的を達成しようとす

る時には，公共の価値という聖杯をいつも掲げ，自分が起こした煙幕に隠れて，こっそり忍び込

むものである。ヒューイットの名声が保たれているのは，そのような賤しくて狡猾な企みによる

ものである」と書いている。 

 

ローブリングの記録の中では，キンセラが彼を攻撃し，ヘーグのためにそれほど一生懸命に動

いた理由についての推測までは行っていない。おそらく編集者キンセラは，坩堝鋼が優れた製品

であることを，心から確信していたのであろう。編集者は論説で述べているように，ブルックリ

ンの企業がその契約を受注することが好ましいとも，考えていたのであろう。しかし，それ以外

の考慮すべき点もある。東部の新聞は，ブルックリンのイーグル新聞ほど，その秋の大統領選挙

におけるサミュエル・ティルデンを強く支持していなかった。だから，エイブラム・ヒューイッ

トが推す候補のための，キンセラの骨折りはとても役に立ち，エイブラム・ヒューイットから，

とても評価されていた。しかも，1877 年 1 月，大統領となる可能性が非常に高いティルデンとと

もに，才能があり政治面に野心的で協力的な編集者キンセラにとって，将来性に満ちた時期でも

あった。 


