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第 20 章 素線疑惑 

いまだに，人生における不幸は，あまりにも特許が無視される

か，否定されるという事実である。世界中で不幸はあり，それも

たくさんある。・・・ 

ジョン・A・ローブリング 

 

部屋の窓から技師長は，早朝から風が強くなっているのを見ていた。吹き付ける雪は，ほぼ水

平で，川面には白波がたっていた。ニューヨークは，かろうじて見ることができた。10 時まで，

規則的な強風が吹いており，橋梁に対する影響はものすごかった。風速は，彼がその後の報告書

に記載しているように，毎時 65 マイル（29m/sec）であった。彼には，施工中のケーブルが子供

の縄飛びのように激しく風に翻弄されているのを見ることができた、 

 

ローブリングには，ブルックリン側アンカレッジから，キャットウォークに上がって行く小さ

い暗い人影が識別でき，彼らが何をしようとしているか理解していた。しかし，彼の場所から，

ストランドがお互いにぶつかり合う鋭い衝突音や，素線が不気味にうなり，笛のような音を出し

ているのは聞こえなかった。橋梁の下側では，その騒音が数街区にわたり聞こえるほど大きかっ

た。主塔から内陸側の渡り作業架台は，下方の家の中の人々が，その固縛が外れて自分達の上に

落ちて飛び込んでくるのではと恐れたほど，激しく叩きつけられていた。 

 

ファリントンは，橋上に向かい，可能な限り素線を固定する作業チームを派遣した。ある説明

によると「彼らが考えても，気持ちの悪い状況であったが，不満の囁きはがなかった」とのこと

である。小さいボースンチェアを携えながら，彼らはキャットウォークを昇り始め，風と雪に向

かって，腰をほとんど“くの字”に曲げて，とてもゆっくり移動していった。橋梁は振り子のよ

うに揺れ，キャットウォークの細い踏板は，氷に覆われていた。しかし，手摺りを掴むことで，

彼らは歩き続けることができ， 終的には主塔に到着した。 

 

その後の 2 時間，彼らはケーブルストランドにぶら下がり，上下に揺れながら苦労して進み，

50 フィート（15m）ほどの間隔でストランドを縛り付けた。その間，風は決してやむことはなく，

彼らのうちの 2，3 人が，河川径間の中央部に到達し，風の完全な矢面に立った時，まるで彼らが

いつでも吹き飛ばされるように見え，彼らの揺れは，ケーブルストランドよりも激しく，壊れそ

うなくらいゆすられていた。 

 

しかし，彼ら全員が戻って来て，誰も文句を言わなかった。ファリントンは記者に「我々の作

業員は，このような状況でも自らの仕事をやり遂げる面で称賛に値する」と話している。またフ

ァリントンは，橋梁自体には被害がなかったと，指摘した。キャットウォークは，一枚の薄板も

失うことはなかった。 

 

暴風は，1 月末日とその冬の残りの間，吹き荒れた。春になると工事は遅延なく進行した。橋
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梁全体が 1880 年までに完成するという見通しを，ヘンリー・マーフィーが喜んで発表したように，

素線の張り渡しは，シンシナティ橋の時よりも迅速に進んでいた。 

 

2 月，ローブリングは，橋梁を通す列車の計画に関して，理事会に報告を行った。彼は「すべ

て，父親が説明したとおりです」と述べた。列車は，ブルックリン側に設置した巨大な蒸気機関

で稼動する循環ケーブルで，牽引される計画となっていた。彼の父親は「それゆえに，これらの

2 本の軌道は，ケーブル鉄道のようにきっちりと，操作もとても簡単に運行できることが，十分

に理解頂けるであろう。その設備には目新しい機能はなく，こみ入った試験も不要である」と書

いていた。父親のローブリングは，効率的な運行速度として時速 20 マイル（32km/h）を提案して

いたが，橋梁の中央部では時速 30 マイル（48km/h）に速度を上げることができ，また絶対的な安

全性の面からは時速 40 マイル（64km/h）さえ可能であると発言していた。各々の列車は，10 両

編成程度で，各車両が長さ 50 フィート（15m）で，100 人分の座席が十分確保できるはずであっ

た。車輛の両側には，乗車用 1 ヶ所，降車用 1 ヶ所の引込扉が設置されていた。扉は車掌によっ

て操作する予定であった。1 台の車輛がニューヨークに向かっている時，別の車両がスピニング

ホィールのように，戻ってくる計画であった。 

 

ロープを絶えず回転させておき，車両が始動したり停止したりする時には，ロープを連結した

り，分離したりする対応も可能であった。ローブリングは「動いているロープに車両を連結する

独創的な装置は，W・H・ペイン大佐が考案したもので，サンフランシスコのシュター・ストリー

ト鉄道で 1 年間以上，順調に稼働しています」と理事会に報告した。ペインのケーブル把握機構

の大きな長所は，車両が急激な牽引力で始動しないような方法でケーブルを捉まえるところであ

った。ローブリングが報告したように，サンフランシスコのケーブルカーは，とても静かで確実

に運行されており，その勾配はイースト川橋梁よりも相当に急であった。 

 

父親の計画は，その時点でも 高の解決策であると思われ，ローブリングは「お話ししたよう

に，現在，実質的にそれらの計画を実行するためのあらゆる手配を整えています」と述べている。

これは，ストラナハンと他の数人がここ数ヵ月に相談し，キンセラがイーグル新聞でほのめかし

始めている計画に，真っ向から反対する発言であることを，彼は意識していた。その計画は，バ

ンダービルトのニューヨーク・セントラル鉄道1と連結して，橋梁上を普通の旅客列車を走らせる

ものであった。そうすれば彼らの表現では，ブルックリンで眠ればバッファローで目覚めるとい

うような運行が可能となるというものであった。ヘンリー・マーフィーのコニーアイランド路線

も，そのような運行から恩恵を受ける可能性があることは，ブルックリンの実業家の間でも話題

となっていた。 

 

ローブリングは，橋梁の勾配が，重装備の機関車以外の列車には厳しすぎるはずであると説明

した。橋梁はそのような列車荷重に対しては設計されていないと述べた。おそらく 2～3 両の軽車

                                                        
1  ニューヨーク・セントラル鉄道は，アメリカ合衆国北東部で営業していた鉄道会社である。ニューヨークに本

社を置き，アメリカ合衆国の北東部のほとんどに鉄道網を広げ，ニューヨーク州・ペンシルベニア州・オハイ

オ州・ミシガン州・インディアナ州・イリノイ州・マサチューセッツ州に路線を持ち，さらにカナダのオンタ

リオ州とケベック州にも路線があった。 
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両を牽引した狭軌の機関車を使用することができるはずであるが，それは，ケーブル駆動システ

ムが処理できる 1/6 の乗客数に減ってしまうはずである。さらに試算では 1 月 31 日のような嵐の

場合，狭軌の車両はすぐに吹き飛ばされるはずであった。ローブリングは「また，とても高い場

所での珍しさに既に十分に驚いている馬に対して，蒸気を吐き，汽笛を鳴らす機関車の影響を無

視してはならない」と書いている。 

 

キンセラは，これら全てのことを，とても丁寧に取り扱っているようにみえた。彼らの議論の

対象が客車の扉の大きさに到達した場合には，大きな進展を遂げていた。もちろん，そのことは

問題ではなかった。本当の問題は，依然として，現場には隠れてかなり進行していた。しかし，

その時点では，架橋公社事務所は平穏な雰囲気であり，実際に橋梁を建設している作業員達の士

気はとても高かった。 

 

3 月の初旬，全装備の USS ミネソタ号2が，橋梁中央部の下側を通過し，船のトップマストの先

端が，ケーブルの 1 本に接触した。マストは大きな音を立てて，旗や揚げ索3と一緒に崩れ落ちた

が，橋梁はまったく損害を被らなかった。キャットウォーク上の作業員は喝采をあげ，自分たち

の帽子を振った。 

 

 

 

ツィードはスペインから帰国して以来，ずっと死にたいと人々に話していた。1878 年 4 月 12

日の朝，彼の望みがかない始めた。 

 

数週間前，法廷からラドローストリート刑務所に戻る途中で，彼は風邪をひき，それが肺炎に

進展して心臓疾患によって悪化した。彼は「彼らは，私に説教を続けることになるだろう」と言

った。その時点の彼は，灰色の沈んだ頬で本当にやつれていて，実質的には独りで，徐々に弱く

なっていた。彼の枕元にいた僅かな人々によれば，ちょうどエセックス・マーケットの時計が，

正午を告げた時に亡くなった。 

 

後になって， 後に彼が言い残したことについて若干の議論となった。そこにいた弁護士は，

ツィードが「私は，ティルデンとフェアチャイルドが今でも納得していることを期待している」

とかすかな声で言い残したと主張した（チャールズ・フェアチャイルドは，その当時，ニューヨ

ークの司法長官であった）。いくつかの新聞は，ツィードが天使のことを話しながら亡くなったと，

報道していた。しかし，彼の秘書で枕元にいた S・フォスター・デューイは，このことを激しく

否定した。「彼は，人生のなかで，天使のことを全く考えたことはなかった」。デューイは，ツィ

ードの 後の言葉が「私は，数件の大きな不正行為を是正することを試みてきた。それだけの価

値のない人々のことを，ずっと我慢してきた。これまで私に悪事を働いた全ての人を許す。私が

傷つけた全ての人々には，私の事を許して欲しい」であったと主張した。 
                                                        
2  アメリカ海軍のフリゲート艦で，1855 年竣工の木造帆船（排水量 3,360ｔ，全長 80.7m，船幅 15.65m，喫水

7.26m） 
3  帆や旗を揚げ下げするためのロープ 
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家族は，ツィードをブルックリンのグリーンウッド墓地に埋葬することに決めた。1 人の年を

とった仲間は「彼が 1870 年に死んでいたら，ブロードウェイは黒い花綱で飾られ，あらゆる軍隊

や市の公共組織の関係者は，棺の後についてグリーンウッドに向かったはずである」と言った。

実際に，葬儀はとても控え目で，家族と数人の友人，おそらく 20 人程度の政治家が参列しただけ

であった。参列した政治家の中には，“正直者のジョン”ケリー以外，有力政治家は一人もいなか

った。わずか 8 台の馬車の行列が霊柩車に続き，五番街からブロードウェイを進み，マンハッタ

ンの先端に向かい，ブルックリン行きのハミルトン・ストリート・フェリーに乗船した。 

 

グリーンウッドでは，ツィードの棺は，20 人のフリーメーソン4会員によって埋葬された。彼ら

はツィードの依頼により“無実の象徴”である子羊の毛皮の白い前掛けを身につけていた。 

 

次の日曜日，トーマス・デ・ウィット・タルメージ牧師は，ブルックリンの説教壇から大声で

「ああ！ なんと哀れなことであろうか！ 青年達よ，その相違に目を向けたまえ。ワグナー豪

華特別車の優雅な仕切客室で，ワイン，トランプカードや従順な案内係に囲まれて，アルバニー

の上院議員事務所に向かっている状況。そして，再び質素な証人席に目を向け，・・・低い鋲が打

たれた部屋を眺め，みすぼらしく小さな薄汚れた法廷に，囚人となって，疲れ切って孤独で，惨

めに裏切られて，病気になり，死にかけて横たわっているウィリアム・M・ツィードの姿を探し

てみたまえ。なんと高い地位から，なんと賤しいところまで落ちたのであろうか！ これまで，

不正行為が引き合わないという真理のそのような具体例は，決して無かった！」と呼びかけてい

た。 

 

しかし，ネイション誌の E・L・ゴドキンは「より多くの知恵のある悪党は，こじんまりした住

居を持ち，人目を忍んで酒浸りになってしまったのかもしれない」と論説した。ピッツバーグの

共和党の実力者である若いクリス・マギーは，ニューヨークにわざわざ出向き，数ヶ月を費やし

てツィードの失脚の原因を調査し，故郷に戻って彼の仲間に，リングを銀行と同じくらい安全に

組織することができ，自分はまさにそれを実行するつもりであると告げた。 

 

ニューヨークの記者から，ツィードとブルックリン橋の事業の着手で彼が果たした役割につい

てどう思うか尋ねられたイーグル新聞の優秀な編集者（トーマス・キンセラ）は「そうですね，

ブルックリンの人々は，タマニーリングの誤りを見つけるための権利を持っておらず，我々が関

与している限り・・・彼らは，橋梁事業を好意的にみており，いつも我々と一緒に，公正かつ自

由に行動しています」と発言している。 

 

 

                                                        
4  フリーメーソンは，21世紀初頭で 500万人以上の会員を持つとされる，道徳的，霊的に共通の考えを持つもの

の友愛団体である。入会の儀式などが秘密であるために秘密結社とされるが，その存在や活動は公表されてい

る。支部は自律的な活動を行い，統一中央組織は存在しない。起源は定かでないが 15～16 世紀に文献に現れ始

め，1717 年にイギリスで支部の大会が開かれて公の活動が始まった。アメリカではベンジャミン・フランクリ

ンやルーズベルト大統領が，またヨーロッパではボルテール，ゲーテ，シラーなども会員だった。 
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6 月 14 日昼 12 時 5 分頃，ニューヨーク側アンカレッジ周辺に住むツィードの古くからの近隣

の人々は，その多くが大砲の爆発音と思ったような突然の音に驚かされ，続いて，大きな引っ掻

くようなシーッというような歯擦音の騒音が聞こえた。ある男性にいわせると，それは，これま

でに聞いたものでいえば流星花火を打ち出すような音に，大変似ていたとのことであった。サウ

ス・ストリートにいた砂糖菓子の行商人は，廻りに落ちてきた石が，あやうく当たりそうになっ

た。橋梁の主塔近傍の上方では，何か頭上でぶつかって跳ね返り，見えないところで崩壊したの

に伴って，1 本の電信柱が 2 つにポキンと折れ，1 本の煙突が家の近くで削り取られた。人々は通

りに殺到した。一説によると，ウォーター・ストリートのダンスホールからの“数人の娼婦”も

含めた人々が，膝をついて祈り始めたようである。橋梁のケーブルはパチンと鳴り，主塔で何か

が発生し，橋梁全体が崩壊しているといわれ，誰も何を信じるべきか分からなかった。 

 

アンカレッジの北側の下部には，胸が破裂し，背中・腕・足が傷ついた男性の身体が横たわっ

ていた。意識不明であったが，まだ生きていた。アンカレッジ天端では，男性が石の上に大の字

になって死んでおり，他に 2 人が近くに横たわり惨めな様子で苦悶していた。アンカレッジの上

で，片方の手の小さな擦り傷以外の怪我を負わなかった唯一の男性が，機械工長の E・F・ファリ

ントンであった。 

 

ファリントンは，第 60 本目のストランドをサドルに降ろす作業を監督していた。そのストラン

ドは，1～2 日前に張り渡しが完了していたものであった。午前中，約 30 人の作業員がアンカレ

ッジの上で作業していたが，昼の休憩になったとき，ストランドの正規位置までの降下を補助す

るために，作業員の数人だけを残していた。トーマス・ブレイクは，全ての作業が 後まで正し

く進むことを確認するため，滑車の近くのストランドがシューに固定されている場所に立ってい

た。ハリー・サップルとファリントンは，そこから 4 歩ほど前側で，アンカーバーの前端の両側

に立っていた。そこは，上流側ケーブルの完成したストランドが取り付けられる場所であり，新

しいストランドは，その位置に設置されることになっていた。マクグラースとアルベルグという

2 人の他の作業員は，ブレイクのちょうど向かい側にいた。 

 

すべての準備ができたとき，ファリントンは，ブレイクに留め具を取り外すように告げ，その

指示は，ストランドを緩ませ始めるように背面側巻上げエンジンへ伝えられた。ストランドを引

きとめている鋼製の“降下用ロープ（fall rope）”が滑車によって移動し始め，ストランドが前方

へ動き出した。作業員のひとりが「降下用ロープの一箇所が切れている」と大声で叫んだ時，ス

トランドは 4 フィート（1.2m）程移動していた。しかし，その言葉を速やかに彼の口から発する

ことができず，全体の作業は進められた。降下用ロープは，耳をつんざくような爆発音を出して

破断した（図-20.15）。 

 

一瞬にして，全てが終わっていた。ファリントンは何かに倒されたが怪我はなく，周りを見回

すと，降下用ロープのギザギザとなった端部だけが残っているのを発見した。ブレイクは死んで

                                                        
5  The New York Illustrated Times, June 29, 1878. 
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いた。マクグラースとアルベルグは，ひどく出血し，明らかにひどい苦痛と戦っていた。残りの

ロープ・滑車・ストランドは，消えていた。そして，ハリー・サップルも姿が見えなくなってい

た。 

 

ブレイクは，どうやら即死のよう

であり，十中八九，飛んできたシュ

ーが当たったと思われた。サップル

はロープに打たれて，アンカレッジ

から跳ね飛ばされて，施工ヤードま

で 80 フィート（24m）を落下してい

た。ロープはアルベルクを打ち倒し，

マクグラースの足元を捕らえて両足

の靴を裂き開き，サップルのように

投げ飛ばしたが，違う方向に，石積

みの天端上を 20 フィート（6m）投げ

飛ばした。 

 

ストランドと，それに引きずられたあらゆる物が，空中に投げ出された。1 回のとても大きな

投げ出しで，主塔の後ろ側の橋梁施工ヤード，少なくとも 500 フィート（150m）まで，それらが

落ちてきた。その激しい投げ出しでは，一軒の家の笠木・電柱 1 本・煙突 1 本を除き，何も倒さ

ず，誰も傷つけなかった。橋梁施工ヤードでは，１本の石杭の上に落下し，そこに停泊していた

数隻の船舶を破壊した。日光にあたりながら昼食を楽しんでいた作業員のグループには，かろう

じて当たらなかった。すぐに，ストランドの中間のすごい重量が，ストランドの端部を主塔の天

端に向かって急上昇させた。そして，ストランド全体が川の中に飛び込んでしまった時，しぶき

は上空 50 フィート（15m）に噴き上げ，突如立ち上がった壁のように岸から岸まで拡がって行っ

た。ストランドは，フルトン・フェリーの乗客がびしょ濡れになるほど，かなり近くに落下した

が，誰も怪我をすることもなく，接触した船舶もなかった。 

 

あらゆる騒ぎが鎮まり，何が起こったのかが明らかになった頃には，それが奇跡に近かったと

言われるほどの状況であったことを，誰もが認識した。 

 

2 年前の夏に大胆な綱渡りによる手柄をたてたハリー・サップルは，意識を回復することなく，

24 時間以内に亡くなった。すぐに数社の新聞が，その破断したロープはベッセマー鋼で製造され

たものであり，ローブリング社で製造されたものであることを，報道した。両方の主張とも真実

であった。 

 

何が起こったのかの説明はなく，マーティンとペインは記者に対して，サップルが落下したア

ンカレッジの現場の周りを見て回るように告げた。ヘンリー・マーフィーは，事故の一報を受け

てブルックリンから急いでやってきて「記者の皆さんが希望するのであれば，アンカレッジの天

図-20.1 降下用ロープの破断事故 
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端に上がって自ら周辺を見て歩いてください」と告げた。架橋公社には，隠すことは何もなかっ

た。しかし会社は，考えられそうな原因説明を行うことを拒否した。そのロープは，まさにその

同じ目的のために，これまでにおそらく 15 回ほど使用されており，許容荷重の 6 倍の強度に対す

る試験が実施されていた。 

 

さらに数日間をかけて，技術者達は自らの調査を完了させ，その原因を把握して，少なくとも

彼らは納得していた。「そのロープは，多くの滑車の中を通っており，その 1 箇所の滑車の鋭角部

分がロープに食い込み，破断するほどひどく損傷させた結果，ロープがどういうわけか外れてし

まったようである」と説明した。死亡したブレイクはこれを見ていたはずであるが，今となって

は明らかにすることはできない。鋼製ロープが原因ではなく，おそらく，ブレイクにさえ全く落

ち度はなかったはずであった。それは偶然に発生する事象の一つであったというのが，全員の一

致した結論であった。 

 

それでも，その出来事は，人々にすぐには忘れられないような不安を覚えさせ，橋梁について，

多くの人々がこれまでよりも懐疑的に発言するような状況を生み出した。工事の進捗は，順調で

あった。ファリントンは，事故の日の午後には仕事に戻り，他の仕事の監督をしていた。しかし，

批評家達は，その時点でますます声高となり，その数も増えてきていた。工事が 終段階に近づ

くにつれて，ローブリングの気苦労の負荷は減ってきたと思われていたが，逆にこの事故で，こ

れまでよりさらに大きくなってしまった。 

 

僅か 1 週ほど前，ニューヨークのワールド新聞は“橋梁が失敗であるかどうか”という大きな

見出しで疑問を投げかけた。新聞は，「約 900 万ドルを投資して， ニューヨークとブルックリン

の人々は，数多くのうんざりするような疑惑と，2 基の石製主塔とその間にぶら下がる数本のワ

イヤー以外，何も得るものはなかった」と主張していた。タイムズ誌は「橋梁に投入された全て

の投資額があれば，人々に対して一生の間，フェリーを無料で提供できたであろう」と主張して，

その批判に加わった。 

 

しかし，はるかに深刻な事は，古くから橋梁に対する熱意を育

んでいたタマニー・ホールで，育ってきた敵対心であった。タマ

ニー派の新しい首領である「正直者のジョン」ケリー（図-20.26）

は，ツィードやコナリー，スウィーニー等とのあらゆる過去の関

係を否定することを切望し，うわさでは，橋梁にどれほどの費用

がかかるかを懸念していた。彼は，ニューヨーク市が橋梁にこれ

以上の事業費を投入することを，拒否することがあり得ると発言

していた。架橋公社理事の何人かをタマニー派の人物に交替させ，

ボス・マクラフリンを支配するための政治工作以外の何物でもな

いと，多く人々が考えるような動きが見られた。 初はケリーが

そこまで本気であるとは，誰も思っていなかった。しかし，ニュ

                                                        
6  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Kelly.png （参照日 2016-07-14） 

図-20.2 ジョン・ケリー 

（1822～1886） 
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ーヨークからの 50 万ドルの分割払込金は，すでに 3 ヵ月未払いとなっていた（ブルックリンは，

予定通りに 100 万ドルの責務を果たしていた）。ケリーは，ほんの数年前まで橋梁の“友好的な擁

護者”と見なされていたが，その時には，橋梁が適格に管理されていることが確実になるまで，

ニューヨーク市の払込金を保留するというような公的な見解を作り出していた。罪のない労働者

の命を奪って世間をあっと言わせた事故は，彼の“深刻な懸念”を悪化させただけであった。 

 

キングズレーとストラナハン，ヘンリー・マーフィーは，ケリーの認識不足を主張することも

なく，その課題について熟考するなどの配慮もしなかった。しかし，ヘンリー・マーフィーは「法

律上では，ニューヨークがその財政的な責務を果たすことを義務づけているので，そのことにケ

リーが固執する場合には，彼を法廷に呼び出すことになるであろう」と発言していた。マーフィ

ーは「問題の一環は，あまりに多くの人々が未だにこの種の橋梁の先行きを理解できずに，評判

が欲しいだけの二流の技術者から，根拠のない多くの愚かな説明を聞き続けていることである」

と言っていた。彼は「それは，左右に揺れもしないし，上下に振動することもない。それが“大

きな流れ”であり，確実で変動しないものである」と言った。ケリーは「信頼できる筋から，も

う一基の巨大な橋脚が，橋梁の中央径間を支持するために，すぐに必要になるだろうと聞いてい

る」と主張した。またケリーは「この他に，その橋梁がイースト川における貿易を潰してしまう

と予測しているエイブラハム・ミラーや他の人々の論拠について，大いなる関心を持って聞いて

いる」とも発言した。 

 

おそらく，ワシントン・ローブリングは，川を見渡せる静かな部屋で，シンシナティ橋梁で同

じような問題が持ち上がった時，彼の父親が書き遺したことを思い出していたのであろう。ジョ

ン・ローブリングは「私は，橋梁が航行の邪魔になると正直に信じている人々に対して，全く危

惧していないが， も恐れるのは，揚げ足取りの反対勢力である」と述べていた。 

 

6 月末，ニューヨークはその支払いに依然として応じていなかった。7 月となり，その月が終わ

っても，まだニューヨークからの支払いはなかった。8 月の 初の週，理事が月例会議に集まっ

た時，すぐに何かを実施する必要があることは明らかであった。現金が手元にほとんど無くなっ

ていた。 

 

1878 年 8 月 10 日土曜日の仕事日の締めに，マーフィーは自分の唯一の行動方針として検討し

た結果を行動に移した。ストランドの架設を除き，工事を中断することにした。およそ 100 人の

作業員は継続して雇われたが，約 600 名の作業員が解雇された。 

 

いまだに景気が悪く，仕事が不足して時期であった。600 人の作業員の突然の解雇という考え

と，未完成で立っている巨大で費用のかかる公共工事は，マーフィーが十分に認識していたよう

に，市民には十分理解されていないようであった。彼は「決断は全く自分だけの考えである」と

述べている。彼は，このまま工事を続けて架橋公社を破産させたくなかった。また，ニューヨー

ク市との今回の問題がきっぱりと解決するまで，ブルックリン市がこれ以上の資金を投入するの

を見たくはなかった。 
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ケリーは「現時点で私は，橋梁が結局のところニューヨークに良い面をもたらすことはほとん

どなく，また，市がそもそも財政面を含めて，そのような橋梁を建設することは大きな間違いで

あったと，確信している」と発言していた。また，その建設費が当初の協定で計画された額を上

回っているので，ニューヨーク市はその協定内容に，もはや法的にも拘束されることはなかった。

彼が関係している限り，その問題を裁判所で解決することを，とても望んでいたはずである。だ

から，ブルックリンでの気分が盛り上がり続けたとき，彼は抵抗したのであった。 

 

 

 

ヘンリー・マーフィーは，降下ロープの破断事故についての釈明や，新しく手に入れた権力を

試している“正直者のジョン”ケリーへの対応と並行して，単独で，1878 年のその夏の間に処理

できる全ての問題に対応しているように思われた。だが，これは話の本筋ではなかった。なぜな

らば，7 月 22 日，マーフィーは非公式に，橋梁の取引案件を管理してきた彼の 9 年間のなかで

も衝撃的な情報と思われる事実を知らされたのである。 

 

彼は技師長から，ケーブル素線の請負者である J・ロイド・ヘーグが，途方もない不正を働いて

いることを知らされた。 

 

偽装は，早くも 6 月中旬に技術者達に察知されたが，7 月 5 日まで実質的な証拠が見つからな

かった。4 日後に全体の状況が明らかになったとき，ローブリングはマーフィーに宛てて，何が

行われてきたかを暴露する長い手紙を書いた。だがヘーグの不正が揺るぎないことを，完全に確

かめるために，その手紙を送ることは 2 週間日延べされた。だから，マーフィーが 22 日に受け取

った手紙には，7 月 9 日の日付が入っており，それには次のようなことが述べられていた。 

 

「この人物［ヘーグ］に対する既知の評判から，私は当初より，彼が製作させたあらゆる
．．．．

素線

リングに対する試験が必要であると考えていました・・・」（ローブリングが計画したように，10

本毎に１回の試験ではなく）。また，ローブリングは，ペインと他の関係者に対しても，ヘーグが

おそらく検査官を買収しようとするはずであり，失敗に終わってもヘーグが行ってきたことは明

確であると，警告してきた。 

 

しかし，ローブリングはヘーグがしそうなことを予想していたので，ヘーグは別の策略を試み

た。素線の検査はペインと彼の助手達によって，大西洋ドックの近くのレッド・ロックにあるヘ

ーグの大きな煉瓦造りの工場で，実施されていた。一旦，素線が検査を通過したら，それは荷馬

車に積まれて橋梁に届けられた。しかし 6 月に，検査で不合格となった素線も，やはり橋梁に納

品されていることが判明した。合格した素線が一晩工場内に保管され，夜が明ける前に不合格と

なった素線に差し替えられて，それが橋梁に納品されていた。その不正は，合格した素線に密か

に目印をつけることで発見された。ヘーグはその発見を知らされ，厳重注意を受けた。ペインは，

それ以上のことはないと約束したが，疑いは拭いきれなかった。その時以来，その日のうちに納
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品できる素線を上回る検査は，行わないルールに変更された。 

 

しかし，その少し後，不合格となった素線の大きな堆積は，毎日の検査で不合格となった素線

の環で増加するはずが，着実に減っていることが判明した。粗悪な素線は，明らかにどこかに運

ばれており，それが橋梁に運ばれているのではと推察された。だが出発する全ての荷馬車の積荷

は，合格した素線だけを運ぶことを確かめるために慎重に監視されており，どのようにして行わ

れていたのか？ その方法では，運搬の途中のレッド・フックと橋梁の間のどこかで，荷馬車の

積み荷を積み替える必要があると，技術者達は判断した。 

 

ローブリングは「それゆえに，7 月 5 日の朝に一人の見張りを配置した結果，その策略が露見

しました。素線の荷馬車 1 台分の積み荷は，検査証明書とともに検査室を出発し，橋梁に向かう

代わりに別の建物に向かい，その場所ですばやく積み荷が降ろされ，不合格となった素線の積み

荷と置き換えられて，同じ検査証明書とともに橋梁に向かいました」と書いている。 

 

これらの素線の環が橋梁に到着した時，それら 80 本の全てについて，直ちに検査が実施された。

全数中で基準に達していたものは，たった 5 本だけであった。 

 

2 日後に，ヘーグの関係者が，再び同じことをやろうとしているのが見つかった。今回は，ペ

インと他 3 人が塀の後に隠れ，合格した素線の積み荷を降ろして，不合格となった素線に積み替

えるところを監視していた。そこでは，合格した素線が工場から出荷されたときの積み荷の重量

に一致するように，すべての不合格の素線について，とても慎重な重量測定が行われていた。そ

の後，合格済みの素線は工場に戻され，そこで，もう一度検査官に提出された。検査官は，それ

が新しい素線であると思い，はじめからもう一度それを試験して，それに新規の検査証明書を与

えて出荷させるという，同じ手続きを繰り返していただけであった。 

 

ローブリングはマーフィーに「この事件の悩ましい点は，橋梁に納入された不合格の素線すべ

てが，ケーブルに組み込まれてしまっており，それを取り除くことができないことです」と告げ

た。ローブリングは，ヘーグがどれくらいの期間にわたって卑劣な陰謀を実践していたのかにつ

いては，言及できなかった。「我々は，それが 2 ヵ月間，行われていたことは承知していますが，

それよりずっと以前，今年の 1 月頃から行われていた可能性があります」。検査官の記録によると，

約 500 トンの素線がその時点までに不合格となっていた。このほとんどが，ケーブルに組み込ま

れてしまったと，ローブリングは推測していた。正確な量を確定することがとても難しいとロー

ブリングは述べていた。「スパイや刑事として教育されていない技術者は，悪党には太刀打ちでき

ません」 

 

ローブリングは，当面の間，馬に乗った監視者が，ヘーグの工場から橋梁まで各々の素線の積

荷に同行するように指示した。また，ペインに対して，不正の及ぶ範囲が更に入念に調査される

まで，ヘーグの毎月の見積書にサインすることを保留し，それによって，ヘーグが更に多くの支

払いを受領するのを防止するように命じた。 
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ローブリングは「これは，私が技師長をしている 9 年間で初めて目に触れた，計画的で，反論

の余地のない不正の事例でした。私は，理事会にそのことを滞りなく公表するよう要請しました」

と述べている。だが，ローブリングが手紙に同封したマーフィー宛てへの簡潔な添え状では「・・・

将来，強度不足がケーブル内で発見された場合には，公社理事会に，それがケーブル内に組み込

まれて残ってしまった責任を取って頂きたい」と，かなり違った点を指摘している。そして，こ

の要請は，不正自体と同じくらい深刻に，マーフィーを悩ませたと思われる。 

 

マーフィーは，3 日間をかけて，ローブリングへの返答を書き上げた。彼の懸念は，とても大

きく十分に明確であったが，本能的な警戒心もあった。マーフィーは「そのような対処は，理事

会が被った本当の損害をもっと適切に認識するまで，また，ローブリングが考えている技術的な

修復策について，私が明確に理解するまで，行うべきではない」と述べていた。それは，法律家

の書簡であった。マーフィーは「私は，ペイン大佐からの報告を，とても心配して待っていた。・・・

彼には，手元にあって未使用の素線について，その再試験を実施してもらった。それはヘーグ氏

の行為に関して疑惑が浮上し，主ケーブルの中に，我々に押し付けられた不合格の素線が存在す

る可能性が浮上したからである。我々は，確定的な方針をとる前に，我々は損害の本質と範囲を

知るべきであり，工事自体に限っては，その根拠について貴方からの明確な勧告を受けるべきで

あることは，当然のことである」と書いている。一方で，マーフィーは，ローブリングが理事会

にどのように責任を取らせることを考えているのかを，知りたがっていた。 

 

ローブリングは「主ケーブルで発見されるあらゆる強度不足の責任は，旧理事会にあります。

それは，商業面でも他の面でも何ら信頼の無い人物と，主ケーブルの素線のような重要な契約を

結んだからです。また，現理事会がヘーグ氏との契約を直ちに打ち切ることができないとすれば，

現理事会も同様の責任を負う必要があります・・・」と答えている。おそらくローブリングは，

マーフィーの立場への配慮や同情から，素線の契約を締結する前に，彼にヘーグについてかなり

明確に十分に警告していたことについて，注意することはなかった。 

 

ローブリングは，1 週間の猶予を与えれば，クリーブランド・ローリング・ミル社あるいは，

ウスターのウォッシュバーンズ社が，主ケーブルを完成させるために必要な全素線を納入できる

と述べて，マーフィーを安心させた。価格はほとんど同じであり，品質は信頼することができる。

ヘーグに関して，理事会と技術者には，ケーブルへの損害を評価し，使用不適と判定された素線

の価値を定めるよう指示すべきである。その後，その金額を，現時点で安全措置としてヘーグへ

の支払いを保留している金額から差し引くべきである。ローブリングは「これが，悪徳請負人に

対する正当な対処法です」と述べた。 

 

だが理事会は，その処置を行わない選択をした。実際に，理事会はヘーグ氏について全く何も

しないことを決定した。まったく嘆かわしい事件は，とても手際よく静かに，人目から遠ざけら

れることになった。 
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理事達は 8 月 5 日午後にいつもの月例会議に参集した。その議事録には，理事長が技術者ロー

ブリングからの手紙“ケーブル素線の請負人によって実践された詐欺容疑に関して”を読み上げ

たとだけ記録されている。そして，その問題に関して何らの新聞発表もなかった。しかしながら

数年後に，ウィリアム・マーシャルという 初にヘーグとの契約承諾に反対票を投じた理事の一

人は，ペインがその日の午後の理事会に出向いて，ヘーグが行っていた全容を語ったと，発言し

ている。マーシャルは「その時，私はローブリングの提案に賛同し，市民に事件の全体の経緯を

知らせるように委員会で発言したが，覆ることはなかった」と述べている。 

 

イーグル新聞の記事によると，理事会に引き続いて，執行委員会が開催されたようである。新

聞には「その執行委員会は 6 時まで続けられたが，議論された主題が出席者から漏らされること

はなかった」と掲載されている。しかし，マーシャルは「ヘーグ自身がこの理事会に現れて，橋

梁関係者を欺こうとした意図をまったく否定し，問題となっているかもしれない金についても，

全く執着していないふりをしていた」と発言している。ヘーグは「私は，理事会が私に関する質

の悪い意見を受け入れることのないように，願っています」と発言したようである。その部屋の

中で数人の理事が「意見はもっともである」と応じた。ヘーグは「それは残念です。私が恐れて

いたのはその点であることを，ご存知でしょうか？ 実際に，私が恐れていた唯一の点が，その

ことです」と明言した。ヘーグは，その間ずっと“冷静沈着な厚かましさ”で話していたと，マ

ーシャルが述べている。 

 

興味深いことに，架橋公社に保管されている記録には，その日の午後に開催された執行委員会

についての記述は，残されていない。 

 

翌朝，ローブリングは，マーフィーが送ってきた数件の疑問に答えるために，再度マーフィー

宛てに手紙を書いた。手紙のほとんどの内容は，現状のケーブル強度に関する技術的な説明で占

められていた。その時点でローブリングは，約 221 トンの不合格の素線が実際に架設されてしま

ったと仮定していた。しかし，手紙の 後で，ローブリングは，主ケーブルは 6 倍の安全度の余

裕を持たせて設計されていること，すなわち，本来必要とすべき 6 倍の強度を有していることを，

マーフィーに再認識させた。そして，ローブリングの 1877 年 1 月の報告書では“ケーブルの製造

において想定されるあらゆる不完全性”のために，そのような余裕を設ける必要があると詳しく

述べたことを，マーフィーに再認識させた。そのため，ヘーグの粗悪な素線を橋梁に張り渡した

としても，主ケーブルは少なくとも 5 倍の安全度の余裕を有しており，供給された粗悪な素線を

これ以上使用しなければ，まったく安全であると考えていると，ローブリングは結論づけている。 

 

その問題に関するローブリングの意見は，マーフィーや明らかに他の理事達を，とても元気づ

けた。その時点で，全く不愉快な取引は，とても都合よく忘れることができた。早速，その翌日

の 8 月 7 日に理事会が招集された。会議が散会するとき，理事長は「そのような状況や条件を踏

まえ，理事長が周囲の事情を適切に判断して，巨大なケーブルを完成させるために必要な素線に

ついては，ヘーグ氏との契約を継続する」ように指示された。 
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まさに，まるで何も起こらなかったようであった。新聞は，これについて何ら言及することは

なかった。市民は，事件をまったく知らないままであった。 

 

しかしながら，技師長は，その問題についていろいろと多くの事を見直した後，施工済みの粗

悪な素線の計算上での強度不足分を補うため，請負者が自費で，主ケーブル用の良質の追加分の

素線を供給しなければならないと決定した。その結果，各々のケーブルは，当初計画より約 150

本多い素線で構成することとなった。 

 

 

 

妻が記録していたワシントン・ローブリングの個人日誌から，その全容を明らかにするような

数件の情報が浮かび上がってくる。ヘーグの坩堝鋼素線の当初の試供品は，誰か別人が造ったも

のであり，一方，彼が納品したかなりの割合の素線は，結局ベッセマー鋼であったが，架橋公社

には坩堝鋼の値段で取引された。ローブリングは，ヘーグがこの僅かなごまかしだけで 6 万ドル

の純益を上げ，彼の仕入先からも数十万ドルをだまし取ったと推定していた。全部で，ヘーグの

不法な利益は，30 万ドルにのぼったようである。 

 

数年後に橋梁が完成し，ヘーグの詐欺の話が漏れた時，急進的な経済学者のヘンリー・ジョー

ジ，進歩と貧困との矛盾を解決しようと試みた学者は，その時代の善悪の典型的な事例として，

その橋梁のことを次のように書いている。 

 

我々は，50 年前では想像もできなかったような申し分のない調子で，機械化を進めて

きたが，政治的腐敗の前で，我々は，馬鹿者と同じように無力に見える。イースト川橋

梁は，機械化された技術の 高の功績であるが，それを建設するために，ブルックリン

の指導的な市民は，ニューヨーク市会議員を買収するために，カーペットバッグに 6 万

ドルを詰めてニューヨークに運ぶ必要があった。偉大な橋梁を考え出した人間の魂は，

発狂して破壊され，寝たきりのままの体となって監禁され，望遠鏡で覗いて，橋梁が成

長するのを見守っただけかもしれない。それにもかかわらず，巨大な構造物の重量は，

とても詳しく評価され，調整されている。だが，技術者の腕では，不良品の素線が主ケ

ーブルの中に密かに持ち込まれることを，防げなかったのかもしれない。 

 

何が起ころうと，ブルックリンのイーグル新聞は，その主要テーマ“達成”から進路を変える

ことはなかったようである。 

 

毎日，フェリーを利用する数千の人々は，河川上の両側にそびえ立つ堂々とした主塔

を見上げ，主塔間の空中に張り渡されるストランドに注目しているが，巨大な構造物の

主ケーブルの製作が，完成に近づいていることを実感することはほとんどないであろう。

しかし，それは事実であり，大成功のうちに，寒い季節となる頃には，完成した４本の

巨大なケーブルを眺めることができ，上部構造すなわち橋梁の道路部分の建設準備が整
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うことになるであろう。主ケーブルの製作は，暑い時も寒い時も，嵐の時も凪いだ時も，

素線の上に素線を重ね，ストランドの上にストランドを重ねるという着実で忍耐強い作

業であった。そして，現在，巨大事業のこの段階が終わりに近づき，別の建設作業の段

階がもうすぐ現れる。 

 

この大規模事業ほど，政治的な陰謀，破産状況，労働不安，悪意のある流言，明らかな失望の

種などの大変多くの話が，偽って伝えられたものはなかった。 

 

ケーブル架設の進捗は，実際にはとても順調であった。70本のストランドがこれまでに完了し，

残り 6 本を架設するだけの状況となっていた。 

 

当時，ストランドがどのように 1 本のケーブルに配

置されるかにについて興味を持った素人に示すために，

提示された説明は，7 枚のニッケル硬貨（5 セント硬貨）

が利用された。1 枚を中心に配置し，その周りに 6 枚

を全部が触れるように配置し，その後，6 枚の外周に

12 枚を配置するものであった。これは全く正しい配置

を示していたが，それは，所定位置に配置される 初

のストランドが中心（中央のニッケル硬貨）であり，

その後で 6 本がその周りにぎっしり詰められ，さらに

12 本が詰められるという説明は，やや誤解を招くもの

であった。説明はどうあれ，ケーブルのストランド配

置（図-20.37）は，そのような順番では行われなかっ

た。ストランドは，4 組の異なる階層で並べられてお

り，そしてこれらはとても独創的なパターンで配置さ

れていた。ストランドは，中心のストランドから外側

に向かって組み立てるのではなく，他のストランドの上側に１本ずつ，建物のブロック積のよう

に積み重ねられ，更に主ケーブルとして求められる円筒形の状態になるように徐々に絞り込まれ

ていった。第 1 階層は，5 本のストランド（1～5）で構成され， 下段を構成する 3 本のストラ

ンド（3 本のうちの中央のストランドは 初に設置されたストランドである）と，その上側で 2

段目の半分を構成する 2 本のストランドである。第 2 階層も 5 本のストランド（6～10）で構成さ

れ，2 段目の両端に 1 本ずつ（2 段目は合計 4 本），その上側の段に 3 本が配置された。そして，

第 3 階層も同様に 5 本のストランド（11～15）からなり，3 段目の両端に 1 本ずつのストランド

を，2 本はその上の 4 段目の中央部に，もう 1 本はその上側（5 段目）に配置された。 後の 4 本

のストランド（16～19）で構成される第 4 階層は，第 3 階層のストランドの上側の 3 本の両側に

2 本ずつ重ねられた。 

 

その配置はまったく独創的なものであり，それは全面的にローブリングが創り出したものであ

                                                        
7  The Brooklyn Bridge, Harper's Monthly 1883 

ストランドの段積 

 １階層  2 階層  3 階層  4 階層 

図-20.3 ストランド配置 
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った。彼の妻は「そのことは，イースト川橋梁には新しいものは何もなく，ローブリング大佐は

単に父親の計画に倣っているだけであると批評していた平均的な三文文士を喜ばせました。実際

には，工事全般に渡って，新しく，確かめられていない問題が，いつも発生するような状況でし

た」と書いている。彼女の説明によれば，彼が考案したストランドの配置は絶好の例で，ケーソ

ンで実施したウォーターシャフトの方式や，二重構造のアンカーバーの採用が，それに相当して

いる。そのアンカーバー構造は，そのように巨大なケーブル（初期の橋梁では，ケーブル 1 本は

7 本ストランド構成でありで 19 本構成ではなかった）で必要となる多数のストランドを処理する

ために必要な構造であった。 

 

全て作業の中で，ストランドの調整は， も面倒で時間のかかる作業であることが判明した。

完成したケーブルの強度は，厳密には，個々の位置に設置された各々のストランドの強度に依存

していた。それらのストランドの位置は，ケーブル内で異なった高さ（例えば，1 番目のストラ

ンドと 上部のストランドの間では，約 15 インチ（38cm）の違いがあった）にあるので，スト

ランドの長さは変化させる必要があった。ある雑誌の記事では「各々のストランドは，数学的な

精確さで，それ自身の固有の長さと曲線で設置される必要がある。もし，ストランドが本来の位

置に対して，わずか半インチ（1.3cm）長すぎたり短すぎたりする場合には，他のストランドに比

べて，緩すぎたり，緊張しすぎることとなり，それらが一体となって堅固に結合し，一緒に均等

に引っ張ることが不可能になってしまう」と説明している。 

 

理論的には，これは単に数学的な問題であった。だが実際には，競合する多くの変動要因があ

り，ちょうど個々の素線を張り渡す時のようであった。温度は，前と同じように，主要因であっ

た。日中の通常の温度変化でさえ，ストランドの長さは，時間によって滅多に同じになることは

なかった。また，更に問題を複雑にするように，日光の当たり方によって，ある径間が他の径間

よりも多くの影響を受けることがあった。一本のストランドが影になり，一方で他のストランド

に目一杯の日光が当たる場合があったのかもしれない。一本のストランドに日光が垂直に当たり，

一方で他のストランドには，更に斜めの角度で当たった場合もあったのかもしれない。だから，

ストランドの調整作業は，風が吹き上げる日のような日光が強い時間帯には難しかった。 も順

調に進捗したのは，天候が穏やかで少し曇っている時，あるいは，夜明けから日の出までの時間

帯であった。 

 

技術者達の検討結果では，ケーブルストランドの主塔からのたわみ量は，華氏 50 度（10℃）で

127.64 フィート（38.904m），華氏 90 度（32.2℃）で 128.64 フィート（39.209m）となり，華氏 1

度あたり約 1/3 インチ（8mm）の変化であった。ケーブルストランドの高さに，一日の間で半フ

ィート（15cm）の変化が発生するのも珍しくなかった。 

 

そのような状況が進行し，主ケーブルは，他の 2 本に先立ち，下流側 2 本が数週間かけて調整

され，ラッピング機械を用いて，数人で実施する作業に引き渡された。各々のケーブルが 1 本の

しっかり詰まった形状となるようにストランドを束ねる処理は，そのケーブルに端から端まで鉄

線を堅く巻き付ける必要があった。その作業は主塔から開始され，ラッピングマシンを利用して，
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河川径間の中心と各アンカレッジに向かって，ケーブルを下りていくように進められた。したが

って， 終的には，16 台の機械が稼動することとなった。 

 

初に，強力な鉄製クランプを使って，ストランドをきっち

りした円筒形（図-20.48）の状態にした。クランプは 2 個の半

円形で構成され，これを合わせるとケーブルの所定の直径の円

筒を形成するものであった。そのクランプは，ストランドを圧

縮するために堅くネジで締められた。そのすぐ後方にはラッピ

ングマシン（図-20.5，図-20,69）が続いた。ラッピングマシ

ンは，鉄製の円筒で，長さが約 16 インチ（41cm），半円形の

金具をケーブルの周りで合わせてボルト締めした鋳物製の円

筒であった。その円筒は，鉄線を巻いたリールでケーブルを取

り囲んだもので，鉄線は，ドラムから，円筒形の後端に取り付

けられた円盤の孔を通り，小さなローラーで方向を変えて，ケ

ーブルに向かって巻戻される構造となっていた。そのリールに

は，その周りに，船の操舵輪のような取手がついていた。作業

員は，バギー車という大きなトロリー用の車輪でケーブルから

懸垂された小さな足場に乗り，これらの取手を回転させると，

                                                        
8  Scientific American, New York, May 18, 1878. 
9  Scientific American, New York, November 9, 1878. 

図-20.4 スクイズ作業による円筒断面へのケーブル整形 

ケーブル整形クランプ 

図-20.5 ラッピングマシン 
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それによってリールが回転し，鉄線が，ケーブルの外側に糸巻の糸のように堅くて緊密に巻き付

けられて行った。一旦，ラッピングマシンがクランプに到達すると，クランプを前方に移動させ

てマシーンを再び前進させた。ケーブル全長を締着して覆い終るまで，その作業が繰り返された。

その後，ケーブルには，油が塗られ，白いペンキで塗装された。 

 

この施工方法は，順調で何事もなく進んでいたが，一度だけ，外国に向かう完全装備の船の艦

長が，一番高い帆柱を縮小することを怠った時に，危機一髪があった。河川の中央部で作業をし

ていた 1 台のバギー車の作業員達は，船が間際に近づくまで気づかなかった。その後，作業員達

が上側の巨大なケーブル上に，はい上がった直後，船がバギー車に接触し，バギー車をひっくり

返し，空中に作業道具類をシャワーのように放り出した。 

 

その時点では，冬になる前に，ケーブルを完成させケーブル被覆を行うために，ものすごい突

貫作業が続けられた。その作業には 3 ヵ月ほど掛かると見られていた。次の段階は，道路部分を

吊り下げるハンガーケーブルを施工する予定であった。 

 

 

 

図-20.6 バギー車に載って行われたケーブルラッピング作業 
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ケーブル被覆素線の契約は，夏の始めには J・ロイド・ヘーグに決定していたが，9 月，ヘンリ

ー・マーフィーの指示で黙って変更され，ジョン・A・ローブリングズ・サンズ社との契約にな

っていた。変更についての説明はなかった。利害対立をしているチーフエンジニアに関して，意

見が出ることはなかった。イーグル新聞は黙ったままであった。エイブラム・ヒューイットも黙

ったままであった。 

 

1878 年 10 月 5 日，市庁舎の時計が午後 4 時 45 分を指した時， 後の素線が張り渡された。ケ

ーブル架設が始まっておよそ 1 年 4 ヵ月後，すなわちローブリングが予想したより 8 ヶ月も早か

った。E・E・ファリントンは「この待ち望んだ状況には，汽笛が 1 回鳴らされ，ブルックリン側

主塔に合衆国の国旗が掲揚された以外，誇示されるようなことはなかった」と記録している。1

日で架設された素線の 大長は，88 マイル（142km）であった。白いスピニングホィールは，こ

れまでに河川上を約 2 万 3 千回横断したが，もう横断することはなかった。イーグル新聞は「終

わりは，もうすぐである」と報じた。だが 1 ヵ月後，ケーブル被覆が半ばまで出来上がらない状

況で，ヘンリー・マーフィーは，作業を全面的に中断しなければならないことを公表した。“正直

者のジョン”ケリーは，その時点になっても，ニューヨークの負担資金の支払いを保留にしたま

まで，全ての資金が枯渇してしまったからである。 

 

 


