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第 19 章 巨大なケーブル架設装置 

私は，橋梁工事で，これほど素晴らしい日々を見たことが

ない。 

C・C・マーティン 

 

今や，ブルックリンからニューヨークまでの，1 本の連続した路が設置されていた。1877 年 2

月初旬に完成した仮設の歩道橋（図-19.11）は，都市の間を結ぶ一種のキャットウォークで，河

川の上空で，完成時の道路面より 60 フィート（18.2m）高い位置に架けられていた。その工事は，

ファリントンが担当し，大変寒い天候の日々の期間でさえ，ものすごい急ピッチで行われた。キ

ャットウォークが利用できるようになるやいなや，新聞社はそこを渡る記者を送り込んできた。

彼らの中の数人は，その度に付き添いとしてファリントンが同行することで，なんとか横断する

ことができた。ファリントンは「部下達は，ものすごい高さを全く気にしていない。いや，自分

の神経を訓練する必要のあるような男性には，橋梁施工者は勤まらない。それは，生まれつきの

才能でなければならない。作業者は，空中 200 フィート（60m）の高さでは，頭を使って，自分

の手を安定させることはできない。作業者は，繊細で難しい作業を確実に行うために，全ての能

力が必要となる。彼らは，本能によって足を踏ん張る必要があり・・・筋肉を震わすことなく，

真下の数百フィートを見ることができなければならない。我々の仕事では，度胸が無くて，自ら

の命を落とすような作業員は，めったにいない」と語ったと伝えられている。 

しかし，ファリントンの 初の訪問客以外，そのような人々はほとんどいなかった。ある記者

は，まるで自分の足をピーター・クーパーの接着材で薄い床に固定したかのように，そこに留ま

り，徐々に恐怖でほとんど凍りついたようになって，記事を書いていた。別の記者は「キャット

ウォークの波打ちは風が原因であり，その風は強風である。脆弱そうな支柱と地面との距離は徐々

                                                        
1  Museum of the City of New York http://www.newsbeast.gr/files/1/2015/10/oldbulid13.jpg （参照 2016-06-29）） 

図-19.1 ブルックリン側から見たキャットウォークと作業架台（1877 年 4 月） 

キャットウォーク

渡り作業架台 



第 19 章 巨大なケーブル架設装置 
 

 
 - 360 -

に増加し，下方の家々には全面に渡って煙突が林立し，落下する人を突き刺すのに十分なほど細

く見える。吹き飛ばされるのを防ぐために，手摺をしっかり握る必要があり，記者の頭や胃にま

で，これまで経験したことのない感動をもたらした。彼は，同伴者ファリントンの顔つきをこっ

そりと一瞥し，自分の役割を尻込みする兆候を見つけようとしたが，無駄であった。機械工長フ

ァリントンは無表情のままであり，記者は，機械工長が記者の動揺を振り返って見て楽しんでい

ると，一度は想像した」と書いている。 

 

キャットウォークに向かう普通の訪問客の入口は，ブルックリン側アンカレイジの天端にあっ

た。キャットウォークへ通じる短い一連の階段の傍には，大きな看板が掲示されていた。 

 

安全上，一度に 25 名まで 

一緒に近接して歩かないこと 

走ったり，飛び跳ねたり，急ぎ足を禁止 

歩調を乱すこと 

技師長 W・A・ローブリング 

 

そこから，キャットウォークは塔に向かって，およそ 35 度の角度で伸びていた。キャットウォ

ークの幅は，ちょうど 4 フィート（1.2m）であった。両側には腰の高さにワイヤーロープの手摺

りがあったが，人がつまずいて手摺りの下側から落下するのを防ぐものは何もなかった。踏板の

間には隙間があり，覗き込むには十分な大きさであった。この隙間は風の影響を少なくするため

に，意図的にそこに設けられたものであった。実際には，その支えワイヤーと耐風ケーブルでキ

ャットウォークは，驚くほど頑丈であった。その上を作業員が歩くと，わずかな揺れを感じたけ

れども，水平方向の揺れは，通常の天候ではほとんど無かった。それでも，トーマス・キンセラ

は，亡くなったジョン・ローブリングが「その構造は，おそらく 10 数回ほど，外観から判断して

誰もが信じられないほどに，吹き倒されるであろう」と話していたことを人々に伝えていた。 

 

アンカレイジと主塔の間のキャットウォークの中間に，第 1 番目の架台が設置された。この架

台は狭い踊り場で，長さ 100 フィート（30m），木製手摺付きで，仮設ケーブル（φ57mm）の上

に掛けられ，細長い足場のように仮設ケーブルと直角に設置されていた。そのような 5 基の架台

が，各々のアンカレイジと対になる主塔の間に 1 基，そして河川上には 3 基が等間隔で設置され

た。あらゆるレポートによると，その架台は，“繊細な”キャットウォークを大いに安定させた。

実際，その架台の本来の目的は，架設用の通路を提供することであり，その場所に作業員を配置

して，素線が的確に正しく張り渡されていることを監視し，それらの素線の束を固縛してストラ

ンドにするために利用する施設であった。 

 

一度，ファリントンとトリビューン誌の記者が，ブルックリン側の主塔の天端に昇った際に，

その記者は，一休みして景色を楽しむために腰を降ろした。しかし，彼の災難が始まったのは，

その時であった。 
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トリニティ教会の尖塔は，グレイス教会に囲まれていた。市役所は［セントラル］パー

クの湖に鉢合わせしていた。ガバナーズ島と大砲などは，ハーレムといっしょにシャト

ルコックとラケットで遊んでいた。ビーチャーの教会はセントポール教会の 上階の窓

を揺らしている。トリビューン塔の 上部はそれ自体をどこかに固定し，建物の振り子

様式で揺れていた。そして，記者は，がっしりした主塔にもたれかかったが，自分の重

量がそれを押し倒さないか心配であった2。 

 

ワシントン大統領誕生記念日（2 月 22 日）の午前 9 時頃，フルトン・フェリーでブルックリン

から出発しようとしている乗客達は，突然キャットウォーク上に 2 人の若い女性が載っているの

を発見した。ある人の説明では「その女性達の態度に，ためらいや不安はなかった。それどころ

か，彼女達は，大胆にも・・・手摺に捉まらずに歩き出した」とのことである。その女性達が 1

人の男性と 2 人の少年に付き添われて，ニューヨークに向かって歩き出したとき，フェリーの上

の誰もが手を振り，呼びかけた。後で判明したことだが，その女性達は C・C・マーティンの娘で

あり，付き添っていた男性はマーティンであった（少年達は彼の息子であった）。あらゆる新聞が

書いたように，彼女達は，横断を成し遂げた 初の女性であったが，多くの人々から狂気の沙汰

として叩かれることにもなったことも事実である。 

 

イーグル新聞は「牧師で医師でもあるストーズ博士やバディントン博士や数人の優れた女性が，

新しい精神科病院をこの都市に設置しようと活動している。その一方で，我々市民のかなりの人々

が，そのような施設を必要としている。彼らは，そこで一生を送るほうが彼ら自身にとって適し

ているような人々で・・・要請もなく，その必要性もなく，事業や芸術面での衝動からでもなく，

全く無鉄砲に歩き回る頑固さから・・・キャットウォークを渡るような人々のことである」と論

説している。 

 

その同じ日，およそ 100 人の人々がキャットウォークを渡った。彼らは，整然とアンカレイジ

上に昇り，キャットウォーク上を進むことができた。彼らを止めるような門もなく，当番の警備

員もいなかった。けれども，あらゆる大衆的な騒ぎを引き起こしたのは，マーティンの娘達ばか

りであった。翌朝の新聞には“橋上の美女”という大見出しが走った。ニューヨークのイラスト

レィテッド・タイムズ紙はパノラマ版画で，2 人の女性が絹のスカーフと重厚なスカートを風に

なびかせながら，雲と同じ高さの主塔からすばやく歩き出し，山高帽をかぶった紳士が彼女達を

導いている様子を掲載した。 

 

このような大騒ぎはもうたくさんと，ヘンリー・マーフィーが「今後は，全ての訪問客がキャ

ットウォークの通行を申し込むことを義務付ける」と決める出来事となった。これは，通行に終

止符を打つために考えられたもので，一時的に実施された。 
                                                        
2  キャットウォークと交差する架台についてのこれらの直接の説明のうちの 1 項目は，全くの作り話であったと，

ファリントンは後に述べたが，それがどれであるかは決して示さなかった。その記者が橋梁を訪れた日，ファ

リントンは不慣れな人が登るにはあまりにも風が強いと，彼に説明した。記者は，たいへんホッと胸をなで下

ろして，新聞社に戻った。だが，結局，編集者に「君の役目は，風の話を取材するか，風が無い時の話を取材

するかのどちらかである」と言われただけであった。それで，彼は静かな場所へ退いて座り，自らの想像力を

利用して，この記事を書いた。 
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その時点で，ケーブル・スピニングの準備もかなり進行しており，キャットウォークの上には

関係者以外が入る余地もあった。ブルックリン側アンカレイジの現場の外側では，ジェームズ通

りとフロント通りの周辺で，作業員達が古い家を取り壊し，素線保管用の用地の拡張作業を行っ

ていた。現場は，砂ぼこりと騒音が充満していた。瓦礫は巨大な山に積み上げられ，煉瓦は取り

壊されている戸数の 2 倍を造れるほどに大量だった。肩掛けをした老婦人と浮浪児が毎日やって

きて，薪になりそうなものは何でも拾い集め，持ち帰った。 

 

アンカレイジの施工ヤードの前面と背面の両方に，１フィート（30cm）間隔で高さ 6 フィート

（1.8m）ほどに，大量の木枠が組立てられた。そこでは，コイル状の素線が，油を塗られた後で

乾燥させるために屋外に吊るされた。素線は，工場で亜鉛メッキされて納入されていたが，油は

塗られていなかった。この作業は，施工ヤードのフロント通り側にある低い小屋の中で行われた。

コイルは，二人の作業員によって亜麻仁油槽に単に浸漬されるだけであった。 

 

アンカレイジ上（図-19.23，図-19.34）の巨大な遮蔽された小屋の中には，見渡す限りの大きな

木製ドラムが，垂直の木製枠の直立部分に取り付けられていた。誰かが言ったように，まるで水

車の展示会のようであった。各々のドラムは，おおよそ幅 2フィート（0.6m），直径 8フィート（2.4m）

で，床面から浮かして取り付けられていたので，男性の背丈の 2 倍近い高さとなっていた。その

外縁全周には取手がついており，ちょうど船の舵輪のようであった。また，ドラムの後ろ側には，

床の上に水平方向に，多くの更に小さなリールが同じ列に沿って設置されていたが，その大きさ

はドラムの直径の僅か半分であった。 

                                                        
3  Mary J. Shapiro: A Picture History of the Brooklyn Bridge, Dover Publications, 1983, Source: Scientific Americans 
4  Mary J. Shapiro: A Picture History of the Brooklyn Bridge, Dover Publications, 1983, Source: Scientific Americans. 

図-19.2 ブルックリン側アンカレッジのケーブルドラムやキャットウォークの配置 
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一旦，コイル状の素線を施工ヤードで十分に乾燥させた後，それをアンカレイジの天端まで吊

上げ，その素線を小型の水平リールのうちの 1 台の上に巻き付ける。その後，直立した大型ドラ

ムの 1 台の上へ，その素線を糸巻の周りの糸と同じように，滑らかに送り出してゆく。その大型

ドラムから，橋梁に向かって素線を繰り出すことになっており，これは，釣り糸を握り部分にあ

るリールから釣竿に沿って繰り出す方法と，ほぼ同じ要領である。 

 

工場からのコイルは，ほんの数百フィートの長さの素線で構成されていたので，素線をドラム

に巻きつける前に，無数の継手で素線を連結する必要があった。もちろん，いずれの継手部分も，

素線自体と同等の強度で，耐候性を有することが基本であった。採用した継手システムは，開発

のために，実験と試験で 2 年間を費やした。長さ 2 インチ（5cm）で，鉛筆と同程度の太さの亜

鉛めっきされた鋼製フェルール（図-19.45）は，両端で内部が二条ネジで，一方は右回りのネジ

で，他方は左回りのネジであった。対応するネジ山

は，フェルールの一方向の回転で一度に両側が締め

付けられるように，連結される素線の両端がネジ切

りされていた。また，素線の端部は 45 度に斜め切

りされていた。それは，両方の素線が一度しっかり

ねじ込まれたら，素線自体が回転できないようにす

るためであった。小さな万力のような治具を使って，

2 本の素線を一緒に固定して，フェルールを真直ぐ

ねじ込むように，十分に注意して取り付けられた。

その後，フェルールの鋭角部分を面取りして，継手

                                                        
5 1883 The Brooklyn Bridge Harper's Monthly 1883 

図-19.3 アンカレイジ上のトラベラーロープやケーブルドラムの配置計画 

アンカレイジ側面図 アンカレイジ天端配置平面図 

主塔側→

主塔側↑駆動輪φ12ft

トラベラーロープ 

ケーブルドラム 

ケーブルドラム 

図-19.4 素線の継手（鋼製フェルール） 
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部の泥と油を清掃し，継手部を全面的な溶融亜鉛めっきとするために，溶融した亜鉛で満たした

小型の取鍋に浸された。それが実施された後，継手部分には光明丹が塗布された。 

 

このようにして，素線のコイルが次々と連結され，1 本の連続した素線として大きなドラムに

巻き取られた。各々のドラムには 52 個のコイル，すなわち，ほぼ 10 マイル（16km）の素線が巻

かれていた。一旦，作業が開始されると，ケーブルの架設装置は 1 日に約 40 マイル（64km）の

素線，つまり 1 日に 4 本分のドラム素線を使い切ると想定されていた。そのため，作業員達は何

ヶ月間も，素線のドラムへの巻き取り作業に絶えず忙しい日々を送ることになる。 

 

5 月 29 日火曜日，川の向こう側に 初の試験的な素線を送る状況にまで進捗した（全てが適切

な状態であることや，素線が正しい撓みで正確に張られていることを確認するためだけに，ファ

リントンは一人で，一日に全部で 14 回，キャットウォークを渡った）。1877 年 6 月 11 日，巨大

なケーブルのスピニング作業が始まった。そのシステムが稼働し，下流側の 2 本のケーブルの架

設が同時に始まった。 

 

大部分の人々には，素線は，普通のロープにおける繊維のように，あるいは，橋梁で既に使用

中の種々の鋼製ロープの素線のように，撚られるという印象であった。しかし，もちろん，この

素線は，そうではなかった。 

 

そもそも，そのような長距離に渡した多量の鋼線を撚ることは不可能であろう。また，たとえ

可能であったとしても，撚られたストランド（鋼線の束）は，平行に束ねられたストランドより

も強度が低くなってしまう。この平行ストランドとは，素線を多量の棒のように平行に並べて，

終的に全て一体化するようにぎっしり詰めて， 終的に，充実した鋼製の巨大な曲がった棒の

ようにしたものである。 

 

その時点で，トラベラーロープ（Traveler rope，図-19.56）は，明けても暮れても河川を渡って，

                                                        
6  http://www.fgg.uni-lj.si/~/pmoze/esdep/master/wg15b/l0900.htm （参照 2016-07-02） 

Traveler rope 

(Loop) 

Spinning wheel Spinning wheel 

図-19.5 ローブリングが開発したエアスピニング工法の概要 
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行ったり戻ったりして稼働しており，そのロープが取り付けられた大きな水平回転輪（スピニン

グホィール）はブルックリン側アンカレイジの上側で折り返していた。この施工方法は初めての

やり方であったが，他の小型プーリーやベルト，そして無数の歯車が，低く安定した響きを出し

続けていた。 

 

素線は，スピニングホィール（図-19.67）

として知られる 6 本のスポークを有する特

大の自転車の車輪のような大きな鉄製の輪

で，河川を横断して引き出されていた。その

車軸は，鉄製の腕すなわち雁首形に曲がった

金具によって，トラベラーロープに固定され

おり，主塔上で架台と支持部を通過できるよ

うに，その金具がロープから垂直に突出する

ように重しがつけられていた。図-19.78に示

すようにブルックリン側アンカレイジでは，

素線の端部は大型ドラムの 1 台③から引き

出されて，そのループ部①がスピニングホィ

ールの上に掛けられる。続いて，素線の端部

は，緊張して引き戻され，大きな鉄製の装置，

すなわちストランド沓④の周りにしっかり

固定される。このストランド沓は，およそ馬

蹄形の磁石のような形をしており，長さは約

2 フィート（0.6m），幅は 1 フィート（0.3m）

より少し大きく，外周に素線を納める溝を有

しており ，一かせの編み糸を人の親指で固

定するような構造となっていた。ストランド

沓は，アンカーバーの終端，すなわちストラ

ンドが 終的に取り付けられる場所に向か

い合った端部に，水平に固定された。そして，

技術者がトラベラーロープを駆動させると，

スピニングホィールが動きだし，ブルックリ

ン側塔の方へゆっくりと進み，その後，主塔

を越えて河川を横断して行く。スピニングホ

ィールは，後ろに素線のループを牽引してお

り，一度に 2 本の素線が張られて行くことに

なる。 

 

                                                        
7 Scientific American, New York, August 4,1877 
8 本州四国連絡橋公団：下津井瀬戸大橋ケーブル工事パンフレットより 

図-19.6 スピニングホィール 

トラベラーロープ

図-19.7 エアスピニングの原理 
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一方，もう一台のスピニングホィールが，ニューヨークから，循環するトラベラーロープの残

り半分に載せられて戻ってくる。一台目のスピニングホィールが素線を運んでニューヨーク側に

近づく時，空のスピニングホィールが，一台目と同じように正確に別の素線のループを載せるた

めにブルックリンに到着する。ブルックリン側から出発して行ったスピニングホィールがニュー

ヨーク側アンカレイジに到達した時，信号旗手から合図でエンジンを停止する。そして，運ばれ

て来たループを外して，そこのストランド沓の周りに緊張して引き寄せる。その後，エンジンを

逆回転させると，空となったスピニングホィールは戻りの経路に出発し，一方，ブルックリン側

の別のスピニングホィールが，2 本の素線を引き出し始める。このように，常に 1 台のスピニン

グホィールが出てゆくと，もう１台が戻ってくるという要領で，2 台が順繰りに絶え間なく，巨

大な直立したドラムに供給され続けている同じ途切れない素線の大きなループを引き出してゆき，

1 本の完全なストランドが出来上がるまで続けられた。ストランドとは，途切れない連続した数

百本の素線を束ねたもので，全ての素線に均一に張力が作用し，完全に平行に並べられたもので

ある。 

 

全ての機能が正常に稼働していると，スピニングホィールがアンカレイジからアンカレイジま

での全行程を移動するのに約 10 分を要した。その経路に沿って，主塔と途中に設けられた渡り作

業架台の上に作業員が配置され，牽引される素線の進捗状況を観察し，各々の素線が，適切なサ

グで張力が作用し，所定の位置にあることを確認していた。素線がスピニングホィールによって

引き出されて，主塔の上を動きながら通過するので，作業員は，素線が木材や石材に接触して摩

耗しないように，手を添えて軽く誘導していた。別の作業員は，滑車装置が取り付けられた 1 対

の大きなクランプで素線を掴み，これを使って，主塔の背面からアンカレイジまでの素線が，他

の素線と正確に同じサグ，すなわち同じ撓みとなるまで，たるみを作り出していた。アンカレイ

ジと主塔の中間部の架台から，“調整者”と呼ばれる作業員が，サグ調整を止める時期を合図し，

新しい素線が架設済の素線に一致した時に再度合図を送る。直ちに，主塔上の作業員は，赤いペ

ンキで素線に印をつける。印をつける場所は，他の素線の上の印と同じ位置であり，主塔の支持

位置と交差する点を正確に示すところである。架台上でも，同じような目印が付けられる。 

 

引き続き，主塔上の作業員は川側に着目し，そこでも同じ方法が繰り返された。すなわち，3

ヶ所の架台上の調整者が順番に，同様の調整作業を進めていく。このようにして，素線のループ

がニューヨーク側アンカレイジに到達する頃には十分に調整され，全長に渡って適切に調整され

たサグとなり，ペンキの目印は，修正を必要とする滑りや負荷を一目で認識できるようになって

いた。 

 

一旦，1 本のストランドが完成すると，１組の作業員が主塔からバギー架台でストランドに沿

って降りて行き，大きい締付け用治具で素線の束を円筒形に圧縮し，15 インチ（38cm）程度の間

隔で，柔らかい針金で緊縛し，仮設の“シージング”を実施して行く（図-19.89）。この作業は，

1 ケーブルについて 19 本のストランド全てが張り渡され，1 本の緻密なケーブルに締め付けるこ

とができるまで，そのストランドを一体化しておくために行うものである。バギー架台は，約 10

                                                        
9  Scientific American, New York, August 4,1877. 
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フィート（3m）×6 フィート（1.8m）の松材床で，

側面の手摺をつけたにすぎない作業台で，作業の

対象となるストランドの束にする素線の上で，素

線に沿って，うまく転がるようにトロリー車輪か

ら吊りさげられていた。作業員達は，主塔から繰

り出された長い 1 本のロープで，単に降ろされて

行くだけであった。 

 

ストランドの製作は，そのストランドを組み込

む主ケーブルの 終的な位置よりも高い位置で，

行われていた。河川上の中央径間で，その標高差は 60 フィート（18m）であった。これは，航行

する船舶のトップマストより上方に素線を適切に保持するだけでなく，素線のサグ量を小さくす

ることで素線に作用する張力を約 2 倍とし，どんな湾曲部やよじれでも真直ぐになるのを助ける

とともに，素線の強度をさらに試験する意味もあった。一旦，ストランドのシージングが完了す

ると，そのストランドは強力な滑車装置によってアンカレイジで仮固定から外されて（図-19.9），

アンカー・チェーンの端部の本来の留め金具に注意深く取り付けられた。また，主塔の 上部で

は，サドル位置（図-19.10）まで降ろされた。 

 

基本的に同様な施工方法は，ナイアガラとシンシナティの両橋梁で採用されたものであったが，

他のあらゆる状況と同様に，この橋梁では施工規模がはるかに大きかった。ローブリングは，こ

れまでの経験から判断して，4 本のケーブルを製造するために必要な期間は，多くの作業が天候

に依存することを考慮し，およそ 2 年半と想定していた。 

 

時には素線が，河川の上空で破断したこともあったはずである。緩んだ端部を手繰り寄せて，

連結する必要があったのかもしれない。時には，その遅れはほんの数分間だけだったかもしれな

い。ニューヨーク側で損傷が発生した時には，1 時間以上が遅れが発生することもあったかはず

である。ファリントンは「このような遅れは，予定していた一日分の作業の 中に，しばしば発

生し，とても厄介であった」と書いている。 

 

強風と霧は，素線を整列配置する繊細な作業を，実質的に不可能にすることがあった。極端な

温度変化によって，素線が著しく伸びたり，縮んだりして，素線の撓みに明確な影響を及ぼす場

合もあった。これが， 初の頃には状況を大変複雑にすることもあった。 

 

技術者達は 初の素線を渡す前に， 初の素線の撓みを調整する際に，架台上の作業員の基準

となるように，4 本のガイド素線を張り渡した。誰もが驚いたことは，2 地点の距離が同じになら

ないことであった。撓みの違いを見るだけで，容易に理解することができた。しかし，相当悩ん

で初めて，その原因が判明した。素線の種々の長さ毎の直径にわずかな違いがあり，その問題を

解決するために，何百ものコイルを引き伸ばして計測し，均一の形状と重量を有する十分な量の

素線を選定し，必要な長さ分を確保した。その後，天候が完全に穏やかになる時を待ち，その間

図-19.8 仮設シージング 
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に，髪の毛 1 本ほどの間隔となるまでの必要な修正を実施することができた。これら全ての対応

に，およそ 6 週間を要した。 

 

しかし素線の張り渡しは，一旦それが動き出すと予定よりも早く進んだ。天気は，おおむね申

し分のない状況であった。少し慣れると，1 日に 50 本の素線を張り渡せるようになり，このこと

は，第一に悪いことではなく，素線製造工場に指示した納品スケジュールよりも早くなっていた。

イーグル新聞は，その当時，橋梁を“巨大な紡績機械”と呼んでいた。 

 

7 月 2 日までに， 初の 2 本のストランドが，橋梁の下流側の 2 本の主ケーブル用として完成

した。続いて，所定の位置まで，ストランドを降下する作業が始まった。アンカレイジでは，ス

トランド沓を固定部から外せるまで，巻き上げエンジンで，ストランドを引き戻した（図-19.910）。

そして，ストランド沓とストランドは，巻き上げエンジンと滑車装置でストランドの巨大な引張

力を保持しながら，ゆっくりと降ろされ，注意深く前方へ 12 フィート（3.7m）移動させられた。

滑車装置の一箇所にねじれが設けてあり，それが前に進むにつれて，ストランド沓が鉛直となり，

アンカーバーの目孔の間にきちんと入り込んだ。そして，前側への移動が止められ，7 インチ

（18cm）の鋼製ピンが，アンカーバーの目孔とストランド沓に通された。 

 

                                                        
10  Scientific American, New York, August 11,1877 

図-19.9 アンカーバーへのストランドの取り付け 
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主塔の上でも，ストランドはサドルの溝まで，3 フィート（0.9m）ほど降ろす必要があった（図

-19.1011）。この作業は，サドルの上に設置された足場の上で，巻揚げ機を使用して，8 人あるい

は 10 人の作業員によって実施された。巻揚げ機は，ネジ部のナットを回転させてストランドを降

下させる構造であった。一旦，ストランドは，アンカレイジと主塔上のサドルの空いた部分に適

切に据え付けられると，その位置は水面上の想定した高度にもなった。新聞が報道したように，

全体の作業は，“難しくて繊細”であり，“精密な計算”が必要であった。もちろん，ストランド

が外れるという大きな危険性もあった。アンカレイジ位置で，各々のストランドには，およそ 70

トンの張力が作用していた。 

 

一方，上流側の 2 本ケーブル用に， 初の 2 本のストランドの張り渡しが始まった。こうして

7 月の第 1 週末までに，4 本全てのケーブルが，同時に張り渡されて行く状況となった。4 台全て

のスピニングホィールが，河川の上空を時計仕掛けと同じくらい規則正しく，行ったり来たり往

復していた。ペインとファリントンは，ローブリングから，まさにそのような実施する全ての事

項を確実に進めるように任されていた。コリングウッドとマクナルティは，取り付け道路部に関

する仕事を任されていた。その頃には，ローブリング自身も再度，作業を監視していた。という

のは，その月の初めに，彼とエミリーは，ブルックリンのコロンビア・ハイツの煉瓦造りの住宅

                                                        
11  Scientific American, New York, August 4,1877. 
 

図-19.10 主塔サドル直上でのストランド製作状況 
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に戻っていたからである。川を見渡せる出窓から，彼は双眼鏡を利用して，日々の作業の進捗状

況を遂に目で追うことができたからであった。 

 

 

 

その時期は，鉄道大ストライキの夏であり，国内の多くの地域で，暗黒で張り合いの無い時期

であった。6 都市で，職場放棄や暴力沙汰が発生した。ボルチモアでは，12 人の人々が州兵によ

って銃殺された。ピッツバーグは，2 日間にわたって暴徒に支配された。ピッツバーグだけで，

何百万ドルの価値のある鉄道設備が破壊された。ユニオン駅が燃やされ，商店街は略奪され，暴

徒と兵士との大規模な戦いで 57 人の命が奪われた。それは，国内でそれまでに発生した中で 大

の流血を伴う労働者の暴動であり，民衆に対して，アメリカでの生活に一体全体何が起きている

かという多くの疑問を残した暴動であった。 

 

橋梁以外の状況は，さらに良くなることはなかった。8 年もの長い間，橋梁事業はそれほど順

調に進んではいなかった。新聞でさえ，事業が管理されており，誰のあら捜しもできない状況に

満足しているように思われた。8 月中旬にヘラルド新聞は「イースト川を渡るワイヤーの網目模

様は，徐々に，何かしら橋梁のように見え始めている」と解説している。その時までに，4 本の

ストランドが完成しており，新しい機能として“調整用架台”が追加された。それらは，既存の

架台の下側に，長くて，狭く，薄っぺらに見える足場を 50 フィート（15m）の長さで吊った架台

であった。それらは，低い側のストランドに合わせて設置され，互いに平行に並べられているス

トランド群に近接した監視が可能となっていた。 

 

シルクハットをかぶり真剣な顔つきの理事達は，ブルックリン側アンカレイジの傍のジェイム

ズ通りの階段を昇り，キャットウォークの取付け部でグループ写真（図-19.11）を撮っていたり，

家族と一緒にサラトガやホワイト山脈に避暑に出かけたりしており，橋梁工事は自信に満ち溢れ，

何も心配することがない状況であった。また，何千人ものニューヨーカーや観光客にとって，キ

ャットウォークは，その都市の 大級の夏季の呼び物となった。実質的に，誰もがそこに昇り，

景色を楽しみ，希望すれば度胸を試すことも可能であった。実際に，その当時かなり多くの人々

が，キャットウォーク上を歩く許可を申し込んでおり，ヘンリー・マーフィーは申込者の申請理

由を聞くために，毎朝 1 時間ほどを費やしていた。 

 

マーフィーは「地球上の至る所からやって来た人々，オーストラリア人，ニュージーランド人，

喜望峰からの来た男性，ヨーロッパとアジアのあらゆる国々からの人々，合衆国のあらゆる州か

らの人々，カナダや南アメリカからの人々が橋梁を渡っています。先日，バミューダ島の総督が

渡り，ロシアの軍艦の将校達の訪問がありました。汽船や商船の船長からの申し込みは，頻繁に

あります。我々はそれを歓迎しています。それは，彼らが橋梁の下を航行する必要があるからで

す。我々は，彼らと親交を深めることを希望しています」と述べている。原則として 5 種類の申

込者については優先して承諾された。その 5 種類の人々とは，外国からの訪問客（マーフィーは

「彼らは二度と来ないかもしれず，そのような機会がある時に橋梁を渡りたいと望むことは当然



第 19 章 巨大なケーブル架設装置 
 

 
 - 371 -

です」と説明していた），新聞記者，技術者，あらゆる政治家と伝道者であった。 

 

毎日，架橋公社のブルックリン事務所の廊下やロビーは，マーフィーに面会するために待って

いる多数の人々で溢れていた。誰もが，歩行許可を求める特定の理由を持っていた。1 人の申込

者が「私はこの土地のものではありません」と説明すると，マーフィーが「あなたは，どこの出

身ですか」と尋ねる。男は「ニューヨーク出身」と厳かに答えた。結局，そのような話はブルッ

クリン中にあった。 

 

コネチカットからきた 70 歳代の夫婦も渡った。マーフィーは，医者とその妻が彼らの新生児を

連れて渡ることさえ許可した。だがマゼッパ・バッキンガム嬢が，馬に乗って渡る許可を申請し

たとき，彼は却下した（彼女の代理人は，吊りひもを使って，ブルックリン側アンカレイジ上に

馬を巻き上げるつもりであった）。それについてマーフィーは「それは，とても大評判となるかも

しれないが，我々が何を避けたいかわかるはずです。我々は，橋梁を見世物にしたくありません」

と記者に話している。 

 

図-19.11 ブルックリン側アンカレッジ上での架橋公社の関係者（1878 年 10 月） 

この集合写真は，ブルックリン側のアンカレッジ天端で，主ケーブルとアンカーバーを連結する場所

で撮影されたものである。中央で腕組みをして立っている人物は，ヘンリー・クルーズ・マーフィーで

あり，技術スタッフのいろいろなメンバーと談笑していたようである。中央で座って，カメラに向かっ

ている人物は，ウィリアム・ペインである。彼の右側で，左から５人目の髭をきれいに剃った男性は，

ウィルヘルム・ヒルデンブラントである。E・F・ファリントンは，彼の左側におり，その傍で，懐中時

計の鎖をつけている男性は C・C・マーティンである。右側で座り込み，高いシルクハットをかぶって

小粋な人物は，おそらく，ジョージ・マクナルティである。 
（出典：Museum of the City of New York ） 
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8 月中旬までに，2～3 千人の人々がキャットウォークを渡った。彼らのほとんどが家に戻り，

自分がどのようにしてブルックリン橋を渡った“まさに 初の人々の一人”となったかを話し，

やがて，その主張は何千もの孫や彼らの後継者に，誇りをもって伝えられたはずである。 

 

驚くほどに事故は起きなかった。何人かの男性は，手と膝をついて必死に薄板の床にしがみつ

きながら這って戻るような眩暈を起こした。少なくとも 1 人の女性は気絶して運び出される始末

であり，多くの女性が渡り始めたが，やがて引き返したこともあった。川の半分程まで問題なく

進んだ人々のなかには，突然に恐怖で凍りつき，いずれにしても動くことができなくなってしま

う場合もあった。これらの人々のうちの一人に，ブルックリンの帽子屋がおり，そのような異彩

を放つ大胆不敵な光景が自らの商売の役に立つと考えた。 

 

キャットウォークを渡った子供の中にアルフレッド・スミス（後のニューヨーク州知事）がい

た。彼の父親は，橋梁に無許可の人々が入り込むのを防ぐため，いわば警備員として雇用されて

いた。スミスの姉妹が後年話したことによると「父親が，勝手にアルフレッドに渡る許可を与え

た」ようである。スミス自身は，しばしば，少年時代の もスリルに富んだ体験としてキャット

ウォークを渡る冒険的な歩行の話をしている。一方で彼の姉妹は「私は，母が自宅で座って，彼

らが出かけた後ずっと，10 個の数珠がついたロザリオで祈っていたのを覚えています。でも父親

は，息子が橋梁の完成前に渡ったことがあると言えるように，橋梁を渡らせようと決めていまし

た」と述べている。 

 

マーフィーは，希望者が比較的妥当な理由があり，そこで愚かなことをしないように見えたと

きには，キャットウォークを歩くことが許可できない理由を探すようなことはしなかった。彼は，

人々が記念として素線を切り取って，その破片を持ち帰ってしまうことに悩まされていたが，そ

うは言っても，橋梁は人々のものであり仕方がなかった。どの作業員にも，キャットウォークに

沿って歩き回る見物人が邪魔になるようには見えなかった。作業員達がとても関心を持っていた

ことは，渡ろうとする女性の人数と，彼女達がどれほど恐れ知らずに見えたかということであっ

た。マーフィーはある記者に，自分自身がまだ渡っていないということを白状している。彼は「一

度，私も渡り出そうとしました。上方や前方を見ている間は大丈夫だったのです。でも，ふと下

をみたら・・・，その途端に，私には公社の理事長を失うことはできないと決断し，戻ってきま

した」と述べている。 

 

 

やがて 9 月となり，破産して年を取ったツィードがニューヨーク市議会に出頭した。彼は全体

の真相と真実だけを話すという条件で議会に出頭していた。そうすることによって，“正直者のジ

ョン”ケリーが，彼を刑務所から釈放し，それ以降，更なる起訴を免除すると理解していたから

である。この時にツィードは，橋梁建設が始まった際の彼が演じた役割について，自分の言葉で

語った。ヘンリー・マーフィーとウィリアム・キングズレーは，ツィードが証言する必要があっ

た全ての事項について，彼が話すやいなや否定することに数日間の大半を費やした。 
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その前月，キャットウォークを歩いていたイギリス人の船員が癲癇の発作に襲われ，痙攣での

たうったので，数人の作業員達にできたことは彼を捉まえておくことだけであった。彼らは死に

もの狂いで，彼の腕と足を側面から羽交い絞めにして， 終的にキャットウォークの狭い床に縛

りつけた。男はまもなく回復し，地上に連れ戻されたが，その話は，マーフィーが即座にそれ以

上の許可証を発行するのを中止するほど，新聞に大々的に報道された。大騒ぎは終了した。 

 

10 月初旬，ブルックリン側取付け道路部の基礎掘削を行っていた作業員は，せいぜい 16 セン

トほどの価値の幾枚かの古いスペイン硬貨を掘り出した。その話は，キャプテン・キッド12の宝が

発見されたと，町中に拡がった。ある新聞は，発掘を続ければ，橋梁を完成させられるほどの宝

を発見できるかもしれないと解説した。別の新聞は，ニューヨーク側取付け道路部が市内の 悪

の地区の一区域を取り壊す必要があり，とても喜ばしいことであると発表した。明らかに報道す

べき記事がないイーグル新聞は，本当に芸術的自殺行為に有望な場所としての橋梁に関して，長

くて気味の悪い随筆を掲載した。編集者は「この人跡未踏の高さからの見事な自殺に固執してい

る人々に，目を向ける必要はほとんどない。・・・首つり自殺，毒による自殺，ピストルで自分の

低俗な頭を吹き飛ばす自殺は全て，その人達の“哀れむような独創性の欠如”と非難されてい

る。・・・下を流れる河川は速くて危険であり，フェリーには常に，かなりの観衆が乗っているは

ずである。飛び降り自殺が気に入らなければ，他の選択肢がある。首吊り自殺に取りつかれた男

性を思い浮かべて，早朝のフェリーの乗客が，かすかな夜明けに目を上に向け眺めたら，水際か

ら 50 フィート（15m）上空で首を吊っている男性を見つけたような風変わりな状況を考えてみな

さい。ロープ端の固定の仕方を少し工夫すれば，数時間も切れることなく，数千人の群衆がぞっ

としながらも感嘆している目の前で，揺れていることができるはずである」と述べている。「巨大

な橋の上から行おうとすれば，毒による自殺や拳銃自殺，刃物による自殺等でさえ，いろいろな

やり方があるはずである」と結論付けている。 

 

10 月に，ヘンリー・ビーアスという裕福なニューヨーカー，世にいう政治改革評議会の広報担

当官である彼は，自分が橋梁事業を中止するために，運動に参加していると発表した。橋梁建設

事業が公共の資金の甚だしい浪費にすぎず，船舶の航行に深刻な危険性をもたらすと，彼は主張

していた。それと同様な主張は，エイブラハム・ミラーという倉庫所有者も行っており，その所

有者は橋梁会社を訴えることにしていた。ミラーを支援しているビーアスは「イギリスの法律で

は，常に川と海は，水夫にとって神聖不可侵のものとして守られている」と発言していた。 

 

だが取付け道路の経路は，市庁舎公園に向かって押し進められており，古い建物はニューヨー

ク側アンカレイジから内陸側に向かって取り壊され続けていた。スピニングホィールは，河川上

に向かって太陽で輝きながら，以前よりも素早く素線を張り続けていた。C・C・マーティンは「こ

れまでの橋梁建設で，このような天候に恵まれたことがない」と発言していた。11 月までに，22

                                                        
12 本名ウィリアム・キッド（1645～1701 年）は，スコットランド西部生まれの私掠船・賊船の船長である。キッ

ドは，海賊行為によって処刑される直前に，財宝の隠匿場所を説明しようとしたが，処刑人はそれを無視して

キッドを処刑してしまったという。この逸話をもとに，キャプテン・キッドの財宝伝説が生まれ，複数の作家

がその財宝を題材とした小説を執筆している。なお，キッドは，多くの財宝（略奪品）を手にいれたとする文

書も存在している。日本のトカラ列島に浮かぶ宝島にも，キッドが財宝を隠したという言い伝えが残っている。 
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本のストランドが設置されていた。ケーブル中間部の架台上では，作業員がスピニングホィール

の移動を待つ間，寒さから退避できるように，小さな番小屋が設けられた。サドル上の小屋には，

木材ストーブが設置され，作業員達は，厚手の二又手袋をして，水牛皮の靴を履いていた。 

 

感謝祭（11 月の第 4 木曜日）当日，素線の１本がぽきんと折れた。それは小さな問題と考えら

れた。誰も負傷することもなく，新聞社は何の関心も示さなかった。だがペインは，ローブリン

グに素線の一部を送り，調べてもらうことにした。ローブリングは「それは，ガラスと同じくら

いに脆い。・・・ 初に思った疑問は，同じような脆い素線が我々の気づかないうちに，どの程度

ケーブルに入り続けていたのかです。二番目は，再発を防止するためにどのような処置を行うか

です。検査の方法がまずいのか，それとも何かの理由があるのか，貴方の考えはどうですか」と

ペインに返信した。 

 

ローブリングも，ワイヤーの数ヶ所を折って，ヘンリー・マーフィーへの手紙に入れた。 

 

ローブリングは，立腹して「これが，キンセラ氏が 高であると喜んでいた素線です。実際に，

使い物になりません・・・。また使用できる材料のなかで， も危険なものです。この劣悪な素

線がどの程度ケーブルに組み込まれたのか，私にはわかりません。私は，その責任を取らされる

のでしょうか。技術者が探偵のような行動をとらねばならないことは，とても正しいことではあ

りません。そのような素線を張り渡さない唯一の方法は，請負者の工場における検査官の数を倍

にするしかないと思っています」と書いている。 

 

マーフィーが，ローブリングの手紙を，その後の執行委員会のメンバーや公社の理事達に読み

聞かせたかどうか，公式な記録には残っていない。 

 

 

 

再度，キンセラとローブリングが衝突した。 

 

ベッセマー鋼が再び争いの種になり，技術者達を非常に憤慨させた。その問題は，これまでず

っと解決せずに残っていたようであった。今回は，ハンガーケーブル，すなわち主ケーブルから

車道部を吊り下げているワイヤーロープに関する議論であった。ローブリングは，ベッセマー鋼

の素線が申し分なく良いものであり，それを仕様書で規定するよう決定した。だが，間際になっ

てマーフィーの主張によって，印刷された仕様書から“ベッセマー”という言葉を削除してしま

った。今回も，仕様書では“鋼線”とだけ要求していた。キンセラは激怒しており，イーグル新

聞の論説コラムに，ここは経費の問題ではないことや， も弱い連結構造よりも強いチェーンは

決してないこと等々を主張していた。キンセラは「技術者は，一人でそのような問題を決定する

権利はない」と発言していた。そして，ジョン・A・ローブリング・サンズ社がハンガーケーブ

ルの 低入札者として受注した時，キンセラは「それは，ローブリングが望んだだけの理由であ

り，契約はブルックリンの企業（名前は指定せず）と行うべきである」と書いている。 
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ヘンリー・マーフィーは「前回（主ケーブル材料）の契約をヘーグが受注した時，ローブリン

グはあやうく死にそうになった。そのようなことが再度起きるのを，私は見たくない」と語った

と伝えられている。ブルックリンのユニオン＆アーガス新聞は「それら全ては，ばかげた話であ

る。我々はローブリング氏に対して，他の人々と同様にとても共感している・・・。しかし，こ

の事業は，どんな人よりも，あるいは建設に関わる全ての人々よりも，完全に優先すべきことで

ある。それは，たとえ一部分であっても，病人の気まぐれや幻想，思い付きに従うべきではない

と考えている」と応酬している。 

 

新聞は，出来事を収めることを拒否し，ローブリングの実力や，素晴らしい企業が全面的に唯

一の知恵袋の人物に肩入れすることを軽蔑するように書いていた。また，その知恵袋が今すぐに

も永遠に沈黙する可能性が極めて高いと書いていた。 

 

一方その病人は，窓に設置して橋梁に照準を合わせる強力な望遠鏡を手に入れた。新聞紙上に，

彼について記載されていることに関して，彼は意見を述べることはなかった。彼は記者に会わな

かったようである。 

 

 

 

クリスマスのすぐ前のある土曜日の午後遅く，ひどい事故が，ブルックリン側アンカレイジの

後側で発生した。石工達は，大きな矩形の煉瓦製の橋脚上に設置される一連のアーチ部の 後の

仕上げを行っていた。ここは，アンカレイジから陸側に向かう取り付け道路部の支持区間であっ

た。現場監督は，街路上 25 フィート（7.6m）にある 1 基のアーチ部の大きなひび割れに気づき，

すぐに作業員達に作業を中断して，下に降りるように指示した。しかし，その下で立っていた 1

人の作業員にはその警告が聞こえず，アーチが崩壊した時に下敷きとなった。 

 

作業員達は，瓦礫の中を死に物狂いで掘削し始め，およそ 10 分後に彼を発見したが，識別が難

しいほどにひどく押しつぶされており，それが誰であるか判らないほどであった。遺体は 1 枚の

帆布で覆われて，工具小屋に搬送された。大勢の群衆がその周りに集まった。その場所は，通常

の状況でさえ，無秩序に思われる場所のひとつであった。周囲にぐるりとレンガや石材が積まれ，

荷揚げ装置が動き回り，無数のロープ，セメント機械類，足場や半分ほど掘削した大きなくぼみ

が点在し，60～70 人程の作業員が 1 件の作業，もしくは別の作業で忙しく働いている場所であっ

た。だがその時は，手に負えない状況であった。誰かが，他のアーチも崩れ出すと言い始めた。

パニックとなって，群衆があちらこちらに押し寄せて行き，誰も何が起っているか理解していな

いようであった。そして，誰かが，もう一人の作業員が瓦礫の下で閉じ込められているようなこ

とを言っていた。それで 6 人の有志が再び掘削を始めた。群衆は，それを見るために殺到して戻

り，今度は埋っている作業員が救助されることを，完全に期待して見守っていた。 

 

またこの時までに，そのニュースがフルトン通りに拡がっていた。多くの作業員が死亡し，各
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方面からやって来た群衆は，警察が押し留めるのに苦労するほどに，膨れ上がっているというも

のであった。 

 

更なるアーチの崩落もなく，他の犠牲者も見つからなかった。だが直ちに事故調査が要請され，

犠牲者とのその家族に対して，たくさんの公共の弔慰が捧げられた。彼は，ブルックリン出身の

ニール・ミューレンという作業員で，妻を亡くした 6 人の子持ちであった。 

 

検証によって，アーチの下側に使用されていた仮設の木製支保工のセントルが，モルタルが完

全に硬化する前に取り外されたことが確認された。ブルックリン側取り付け道路は，マクナルテ

ィが担当している工区であり，調査で証言したマクナルティには，かなり多くの責任があるよう

に見えた。ローブリングは，その事故について激怒した。それは，まさに彼が勤務中であれば防

げたに違いない種類の事故であった。彼は「その煉瓦製アーチは，崩落すべき理由があって崩落

した」とヘンリー・マーフィーに宛てに苦々しく書いている。当然のことながらヘンリー・マー

フィーは，技師長から直接説明を受けるべきだと思った。ローブリングは「あらゆるアーチは，

円弧形であろうと平面形であろうと，その側圧を横方向に適切に支持しない限り崩落するもので

す。・・・他のアーチがそのまま無事なように，このアーチが崩落するような実際の事故はそんな

に多くはありません」と講義をしている。 

 

責任の件に関しては，私に主たる責任があります。それは，全ての事が正しく進むよ

うに監視するのが私の役割だからです。マクナルティ氏には，二次的な責任があります。

それは，建設を直接担当する技術者だからであり，その事故発生の数週間前に，まさに

これについて彼に伝えた特別な警告に十分に留意しなかったからです。 

 

マクナルティは，ローブリングに対して，どうして自分がセントルを撤去したのか分からない

と告白している。ローブリングは「意欲的な性格は，自信過剰になる傾向があります。彼らの絶

対確実性に異論を唱えられることを恐れて，経験のより豊かな人々の忠告を聞くことを避ける傾

向があります。これら全ては，時間と年齢が解決します」とマーフィー宛ての手紙に書いている。

その際ローブリングは「実際のところ，単にマクナルティが過度に働き過ぎだっただけかもしれ

ません」と付け加えている。 

 

ローブリングには，その事故の本質を理解することができた。ローブリング自身，アメリカ生

誕百周年博覧会の前の長くて厳しい冬以降よりも，現在の方がさらに多くの事を経験していた。

たいへん多くの人々にとって，彼の本来の仕事は，ほとんど済んでしまったように見えたかもし

れない。必要とされる土木技術や計画作業，意思決定などは，主塔が建ち上がり，ワイヤーが張

り渡されつつある状況では，ほとんど終わっているはずと思われていた。しかし，そうではなか

った。ローブリングが，何から何まで全てを解決していた訳ではなかった。 

 

世間では，ローブリングは，全くの謎に包まれ，自らの驚くべき創造物による悲劇的な犠牲者

であり，おそらく苦しんでおり，その前の彼の父親のように，遠くに離れ，隠れて，少し気違い
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じみていて，あらゆる事だけでなく，未だ見たことのない事までを理解する人物と思われていた。

ローブリングは，妻が食事をさせなければならないほど，身体が不自由だったと言われており，

それは，ある程度は真実であった。その疾患が彼の心に影響を及ぼしたと言われたが，それは真

実ではなかった。依然として彼は，遠くはなれた窓の背後の椅子から，花崗岩製の主塔を立ち上

げ，空中で鋼線を張り渡すことができていた。 

 

だがローブリング自身にとって，あらゆる細部構造に対して個人的にも関心があり，彼の才能

について言われていることを持ってしても，簡単に答えは見つからなかった。特にその事故後に

おいても，当然のこととして，何らかの対応を取ることもできなかった。誰も，完全に信頼する

ことはできなかった。彼の父親を含め誰もが，彼の期待はずれだったのかもしれない。 

 

ちょうどその時，彼は，車道部を補剛する巨大なトラスの設計に取り組んでおり，その構造を，

父親が指定した鉄の替わりに，鋼で製作するかどうかを考えていた。彼の父親がかなり大きなト

ラスを製作した経験があるのかどうかも，確証がなかった。彼は，製鋼の 新の進歩によって対

応できる全状況を調査するようにペインに託した。ローブリングは，ヒルデンブランド宛てに，

来る日も来る日もどんどん思いつく彼自身の見解・疑問・質問について，何ページもの手紙を書

いた。 

 

高の構造を採用するために，多くの考慮すべき点，完全に途方に暮れるほどのトラ

スの部材で調整すべき多くの利害の対立点がある。たとえば，石製主塔への圧縮力を低

く抑えるために，全体重量は軽くしたい。工場での製作を容易にし，架設作業を容易で

安全にするために上部構造は単純化したい。また，できる限り受風面も少なくしたい。

一方で，トラス構造が適切な大きさの曲げに抵抗できるよう十分に強くしたいと考えて

いるが，これは他の観点とは相反している。だが，石製主塔への圧縮力を低減し，受風

面を縮小できる唯一可能な方法は，トラスの高さと重量を引き下げて，鉄の単位平方イ

ンチあたりの応力度を増加させることである。構造物の他の部分では，重量のいかなる

削減も不可能だと考えている。トラス部材をできるだけ鋼で製造することで重量のある

程度の低減は可能であるが，それは下側のトラス部材だけである。下側トラスの断面は，

鉄を鋼に置換することで，相当の利点を生み出すことが十分に可能である。2 層構造の

高いトラス構造では，その断面を変更しても十分な効果は得られない。それゆえ，これ

については，中間のトラス部材の重量を軽減し，全て 1 層のトラス構造として中間部材

を無くすことによって，さらに有利となる一要素となるであろう。これに関しては，内

側中央の 2 面のトラスも含めての話であり，たとえ外側 2 面のトラスの中央部に矩形部

材を配置した場合でも同様である。 

 

彼は，別の重大な決定を目指して努力していた。また彼は，手探りで仕事を進めていた。だが彼

は，このような日々を も楽しんでいた。 

 

二次構造に対する彼の関与は，おそらく一番驚くべきことであった。彼にとって，二次構造は



第 19 章 巨大なケーブル架設装置 
 

 
 - 378 -

ありえなかった。全てが重要であった。何事も，成り行きに任せたり，他の誰かに決断させたり

することはなかった。その当時，ヒルデンブラント，マーティン，ペイン，ファリントンの全員

が，毎日彼からの話を聞いていた。ローブリングは，自分の全ての考えを彼らに知ってほしかっ

たように思われた。 

 

以下に示すものは，この当時ローブリングがアシスタント達に書いた書簡の 1 通の抜粋である。

それは，ファリントンに宛てたものであった。 

 

貴方には，橋梁床面の全ての木製厚板材に関する仕様書を作成するのを手伝って頂き

たい。それは，4 月 1 日か，それより早目に実施して頂きたい。相当な量を伐採する必

要があり，そのほとんどにかんなを掛ける必要があるので，時間がかかります。また，

その材料は，しばらくの間，乾燥させる必要もあります。ご存知のように，絶え間なく

連続して厚板を入手できなければ，あらゆる鉄構工事を中断せざるを得ないので，時間

の余裕はありません。 

 

それの大半は，北米松材（イェローパイン）です。 初に，遊歩道のための厚板材， 

その次に荷馬車用の通路の厚板材，それから馬車通路部の下側の縦桁，同じく列車通路

部の標準軌道の下側の縦桁。続いて，床桁間を繋ぐ大量の北米松材の短材， 後に馬が

歩く交叉路に敷く種々の厚みを有する短いオーク材の厚板，それと鉄道軌道上の安全柵

の間の若干の横梁材。この橋梁では，シンシナティ橋梁の床組と異なり，厚板材の 1 枚

の厚みだけで床組を構成します。この木材の処理方法，維持方法，タール塗装方法につ

いての提案はありません。それは，これまでの橋梁での実施例から判断すると，機能に

比べて割高で，多くの場合，明らかな害を及ぼしていると，ほとんど確信できるからで

す。また，この橋梁の厚板材は 1 枚板なので，上側と下側から乾燥させることができま

す。小さな中間床桁の導入で，床桁の厚みは 6 インチ（15cm）から 5 インチ(12.5cm)に

薄くすることができます。 

 

初に，事務所の裏側に降りて行って，この厚板を釘付けして床桁にその端部を固定

する 良の方法について，ヒルデンブラントとペインと相談して頂きたい。単なる一枚

板であるので，それを行うことは通常より難しい。通路部の全ての縦桁は，端部を二等

分して接合すべきでしょう。それらの縦桁は，1～2 本の小さなボルトと下側の交叉板で

床桁の上弦材に［判読不能］されることができるはずです。5 インチの厚板を接合した

り，突き合わせたりすることがうまくいくかどうか，貴方の意見を聞かせて頂きたい。

遊歩道部の厚板は，接合するには薄すぎるでしょう。シンシナティ橋の取付け構造が，

良の解になると思います。つまり，片方が小さな丸頭のボルトを上側から差し込み，6

インチ溝形鋼の上フランジの下面で，角型のワッシャーを付けて固定する構造です。ボ

ルトの丸頭は，ほとんど厚板の中に沈め，その穴には硬練りのセメントを充填します。

これは，そのほとんどが覆われる荷馬車通路部には，とても良好な構造となるでしょう。

だが，その構造では，汚れたように見える遊歩道となってしまうでしょう。いまだに，
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その対応方法については，良い考えが浮かびません。ご存知のように，遊歩道の床桁に

は，二重の溝形鋼かＩ型鋼という二者択一となります。二重の溝形鋼の間に松材の充填

片を挟み，厚板を木釘でそれに固定することができるのではと， 近，思いつきました。

Ｉ型鋼であれば，小さなボルトで固定することになります。 

 

北米松材は，樫材ほどひどくゆがまないと思います。遊歩道の厚板材は，非常に長く

て，4 インチ（10cm）以内のとても狭い幅とする必要があります。他の厚板材は，形状

の必要条件として，5 インチ角（12.5cm 角）あるいは 5×6 インチ（12.5×15cm）とする

ことができます（その隙間への詰め物をどうするか。私はあまり考えていません）。厚板

材の端部は，床桁の中心位置で突き合わせる必要があります。それゆえに，正確な長さ

で注文するか，余裕を持たしておいて現場で突き合わせ部分を鋸で切断するのか。どの

程度の余裕を持たせておくのか。全ての厚板にかんなを掛ける必要があるのか。これら

の縦桁は，床桁上で 3/8 インチ（1cm）食い込んでもよい。転び止材は長尺で注文し，そ

の後で合わせて切断すればよい。遊歩道部のハンガーケーブルは床を貫通させます。そ

こには，4 インチ（10cm）では狭すぎるので，2 箇所に 5 インチ（12.5cm）の切り込み

を設ける必要があります。 

 

厚板材，縦桁やその他の材料の長さについては，3 パネルから 5 パネルまでの長さに

する必要があります。・・・木材は，樹液・き裂・割れ・裂け目・風割れ・皮傷と端部の

起伏・節・黒瘤病・作業時の穴等が無く，良好で丈夫で傷の無いものでなければなりま

せん。粗雑な木材や，乾燥して朽ち果てた木材，枯れ材等々は，駄目です。木材は，正

確で完全に鋭い角を有する四角形に，かんなを掛ける必要があります。・・・ 

 

その手紙は，何ページにもわたって同じような様式で続いている。その手紙を書き留めていた

エミリーは，二回も鉛筆を削ったり交換したりする必要があった。その手紙は，口述を書き取ら

せるために相当の時間を必要とし，おそらく彼の症状を考慮すると更に長い時間を要したに違い

ない。全体の記述のうち，ほんの 3 語だけが線を引いて削除されている。その他の部分は，全く

間違いなく書き留められ，再考した形跡もなかった。 

 

 

 

1 月 8 日，執行委員会は新年の 初の会議を開催した。その会議では，J・ロイド・ヘーグから

の申請が検討された。会議の記録によると「ケーブル用の鋼素線を供給する請負者のヘーグ氏は，

契約を保有するための手数料の代わりに，クーパー氏とヒューイット氏の個人的な債務に置き換

えることを許可するよう申請を行った。手数料はその時点で 29,277 ドルに達しており，この申請

は，ヘーグ氏自身の手数料の利息負担を節約するためであった」とのことであった。ヘーグ氏の

申請は却下された。このちょっとした情報は，会議で取り上げられた種々の他の話題の報告と一

緒に，翌日の数社の新聞に掲載された。 
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エイブラム・ヒューイットが，J・ロイド・ヘーグの財産と彼の素線事業に関心を示しているこ

とは，架橋公社の職員や理事の誰もが知っていた，だが彼らの中の誰かが，このことをほんの僅

かでも常軌を逸していると考えたことを示すような記録は残っていない。また，両市の新聞でも，

これについての編集者の論説も掲載していない。ヘーグの一般的に芳しくない個人の評判を述べ

ている記録もなかった。エイブラム・ヒューイットは，何も発言していない。 

 

しかしながら，ユニオン＆アルゴス誌は，執行委員会によって認可された特定の弁護士費用に

関して，別の記事を掲載した。その新聞は，「確かに法律情報は，多かれ少なかれ，架橋公社の理

事会では必要なものである。しかし，その法律情報の入手に架橋公社が月に 7,500 ドルを支払っ

ていること，その法律関連記事を も安く提供できる事務所が，E・M・カレン，H・C・マーフ

ィー，G・I・マーフィーの所属事務所であることの 2 件の事実については，偶然の一致以上の何

かがあるように思われる。ヘンリー・マーフィーが架橋公社の理事長であるため，問題の紳士が，

その相談料として過度の支払いを受け取っており，その独り言に対して少し高い支払いとなって

いることは，そのような立場の影響であろうという印象がある」と書いている。 

 

H・C・マーフィーと G・I・マーフィーは，ヘンリー・マーフィーの息子であった。ヘンリー・

マーフィーは，説明として「彼らは要求にかなう仕事を行っており，その職務に対して，他の一

流会社を越えるような請求は行っていない」と発言していた。 


