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第 23 章 それにしても橋梁は美しい 

それにしても，その橋梁は本質的に美しい 

サイエンティフィック・アメリカン 

 

1883 年春の初旬，技師長（図-23.11）が屋外の庭で若干の時

間を過ごすのには，十分暖かい気候になった頃，橋梁が完成し

た。彼が，これまでと同じように発言する時や，特別な日もな

くなり，この先もないようであった。しかし，橋梁はそのよう

には終わらなかった。いつも，完成させるための何かしらの事，

処理すべき最後の細部が残っていた。例えば，シンシナティの

橋梁の最終的仕上げには，開通式の後，6 ヵ月間近くかかった。

そして，ここでも，まるで同じ状況になるように見えた。しか

し，彼の場所から半マイル（800m）向こうで，空に向かって立

ち上がっている橋梁は，この時点では，どう見ても完成した橋

梁であった。あと数週間以内に，橋は開通し，供用されるはず

であった。 

 

それには 14 年間を要した。もう数週間で彼は 46 才になる。彼はこの唯一の橋梁に人生の 1／3

近くを費やしており，これは彼の父親が主要な橋梁の全てに費やした期間と，ほぼ同じであった。 

 

彼の健康は，かなり改善していた。橋梁の完成に近づくにつれて，良くなっているように，彼

は感じていた。彼は，以前よりもずっと容易に家の中を動き回り，庭に出ることもできるように

なっていた。彼の視力は，回復していた。少しだけ，あたかも彼自身が長期の不在から戻ったよ

うであった。一つには，再び新聞が読めるようになったことであった。新聞には，その春にメキ

シコとの国境を越えてアパッチを追っているジョージ・クルック将軍のことや，ウィリアム・バ

ンダービルト夫人が開催した五番街の大理石造りの宮殿での新築披露パーティーや，アメリカ合

衆国で開催されたこれまでで最も贅沢で費用のかかった仮装舞踏会（推定 25 万ドル），世評によ

ればその時代で最も大きな社会的な行事のこと等が掲載されていた。タイムズ新聞によると「衣

装の問題だけでも，6 週間以上にわたって，男女両方の社交家達の眠りを妨げ，起きている時間

を占有してしまった」ようである。エイブラム・ヒューイットは，まだ正常な精神状態のリア王2

に仮装して登場し，新聞は，間違いなくワシントン・ローブリングを声援する仮装だとの寸評を

載せた。 

 

ワシントン・ローブリングが，橋梁建設に携わっている間に，電話と電灯が発表された（それ

らが，ケーソン内での作業で利用できたら，どれほどの違いが出たのであろう）。その当時，夜に

なると，まさに川の向こう側のニューヨークで光輝いている数百の電燈を見ることができた。そ

                                                        
1  http://sciencepole.com/washington-roebling/ （参照日 2016-08-13） 
2  『リア王』は，シェイクスピア作の悲劇である。生来の気性の荒さと老いからくる耄碌から，娘ゴネリルとリ

ーガンの腹の底を見抜けず，哀れな最期を遂げる。 

図-23.1 ワシントン・ローブリング

（1837～1926） 
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の区域は，ローブリングがニューポートにいた前年の夏に，エジソンが初めて電燈を点灯させた

場所であった。 

 

1 本しかなかった大陸横断鉄道は，4 本となり，5 本目が建設中であった。国内の人口は，1869

年に比べて 1 千万人増加していた（ブルックリンの人口は 18 万人に膨れ上がっており，ニューヨ

ークは 20 万人以上となっていた）。グレートプレーンズ3以外の地域の水牛は全て絶滅し，チェス

ター・A・アーサー4はホワイトハウスに最新の水道配管を設置した。ロバート・E・リー5は亡く

なった。ホラス・グリーリー，ジェシー・ジェイムス，ブリガム・ヤング，エマソン，クレージ

ー・ホース，ピーター・クーパー，彼等も全員その時には亡くなっていた。時代全体が通り過ぎ

ていた。ローブリングの息子は，秋に，レンセラー工科大学に入学する予定であった。 

 

橋梁は，彼の父親が想定したほぼ 3 倍の期間を要し，建設費は 1500 万ドルで父親が見積もった

2 倍以上となった。橋梁工事では，彼の父親を含まず 20 名の命を奪った6。ローブリング自身が支

払った代償は，ずっと以前に想定を越えてしまっていた。 

 

ヘンリー・スローカム（図-23.27）は，主として橋梁の件が災いして，州知事にはなれなかっ

た。その時には，ヘンリー・マーフィーも，グリーンウッド墓地で眠っていた。 

 

遡って 1869 年，彼らは何に巻き込まれるかを知ったうえで，

とにかく橋梁と共に全員が前に進んできたのだろうか？ それは，

ワシントン・ローブリングも他の誰にも，答えられない質問であ

った。 

 

 

 

民主党の州大会が前年 9 月下旬にシラキュースで開催された

とき，州知事の候補指名が，相当価値あるものになることは明ら

かであった。共和党は，数日前のサラトガでの大会で，チャール

                                                        
3  グレートプレーンズは，北アメリカ大陸の中西部，ロッキー山脈の東側と中央平原の間を南北に広がる台地状

の大平原であり，ロッキー山脈から流れ出る河川によって形成された多くの堆積平野の総称である。総面積は

約 130 万 km²で，アメリカ合衆国本土の 6 分の 1 を占める。 
4  チェスター・A・アーサー（1830～1886）は，アメリカ合衆国の第 20 代副大統領および第 21 代大統領（1881

～1885）である。 
5  ロバート・E・リー（1807～1870）は，南北戦争の時代のアメリカの軍人で教育者である。南部連合の軍司令

官を務め，物量や国力において圧倒的に強大だった合衆国側の北軍を大いに苦しめた。最終的には敗北したが，

アメリカ史上屈指の名将として評価が高い。 
6  橋梁建設中に亡くなった人数に関する公式な数字は残っていない。橋梁会社は名簿を作成しておらず，それに

関する正確な記録は保存されていない。そのようなことは，その時代の特徴であった。ファリントンのクーパ

ー・ユニオンでの講演から作成され，橋梁が建設された後に発刊された小冊子の中で，ファリントンは工事中

に 30～40 人の作業員が死んでいると話している。そして，エミリー・ローブリングがファリントンのために，

彼の原稿を作成したことを思い出してみると，それは特に興味深い。しかしながら，技師長とウィリアム・キ

ングズレーの 2 人は，20 名が死んだと述べている。なお，新聞紙上での報告や，橋梁会社の会議の議事録のあ

ちこちで記載されている死者数から，その人数が現実的な数字であるように思われる。 
7  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Warner_Slocum_-_Brady-Handy_restored.jpg （参照 2016-04-16） 

図-23.2 ヘンリーW.スローカム

(1827-1894) 
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ズ・フォルジャーというパッとしない立候補者を指名した。その人物は，アーサー大統領と悪名

高いジェイ・グールド8の手先であると，世間一般には見られていた。忠実な共和党員でさえ，フ

ォルジャーに対して，とても乗り気にはなれなかった。だから，シラキュースでは，民主党員が

グランド・オペラ・ハウスに集合したこともあり，気分は高揚しており，特にキングス郡代議員

団は盛り上がっていた。なぜならば，偏見がない立会人にさえ，まるでヘンリー・スローカム将

軍が政党の選んだ候補者のように見えたからであった。しかしそれどころか，総会では，無名の

州北部の弁護士で，バッファローの改革派市長であるグローバー・クリーブランドが選出された。

彼は，投票が始まる前には，厳密に言えば，田舎の候補者と見なされていた。 

 

スローカムが唯一懸念した対立候補は，ロズウェル・P・フラワーであった。彼は，ウォール街

で財産を築いたウォータータウン出身の物腰の丁寧な連邦議会議員であった。フォルジャーのよ

うに，ジェイ・グールドとの親交によるハンディがあり，それに加えて，時々，彼の名前と不人

情が結び付けられるほどの舌足らずな発音によるハンディを背負っていた。しかし，その総会が

まさに開催される時に，グールドが所有するワールド新聞が，「橋梁疑惑」について，人騒がせな

記事の連載を開始した。ツィードが暴露した内容が，再度，まるでそれが全て新しい史実である

ように，完全な形で掲載された。架橋公社内でのこれまでの違法行為に関して，文書化されたり

申立てが行われたりしたあらゆる事例が，その事業を後押ししていたブルックリンの男達への，

強力な攻撃材料に組み立てられていた。工事の初期段階で 300 万ドルが公然と盗まれたことや，

キングズレーとストラナハンは平凡なペテン師にすぎないが，ツィードと違って，自分達の犯罪

の証拠が後で見つからないように，その形跡を覆い隠すのがとても上手であることが，書き立て

られた。またしても，ヘンリー・マーフィーが釈明を求められ，いま一度，ストラナハンが行っ

たように，その告発を否定した。キングズレーは記者に会うことを拒否した。トーマス・キンセ

ラだけは話すことをいとわず，その連載記事は政治活動以外の何物でもないと発言した。 

 

キンセラは「それは，ジェイ・グールドの陣営が民主党を支配しようとする大変厚かましい動

きであり，すでに共和党を支配下に置いたのと同じであると，私は見ています。・・・私の考えで

は，それは全て政治活動であり，とても下手な政治活動です。それはガラスと同じくらい透けて

見え，誰もが簡単に見抜くことができます。攻撃を受けている人物の一人であるキングズレーは，

シラキュースの大会の代議員として登場する可能性が高く，一方，理事の一人であるスローカム

将軍は，確実に，州知事の指名でフラワー連邦議会議員の対立候補となる人物です。私には，こ

の攻撃の目的がこれらの人達に悪評を投げつけ，彼等を大会の前に叩き潰そうしているようにみ

えます」と発言した。キングズレーは代議員だけでなく，キングス郡の代議員団を率いて，スロ

ーカムをしっかりと支援しており，キンセラは，大会の前にスローカムの名前を入れた演説を行

う一人となるはずであった。 

 

最初の大きな問題は，タマニー派の代議員の動向であり，おそらく 4 万 5 千人の有権者を代表

                                                        
8  ジェイ・グールド（1836～1892）は，アメリカ合衆国の資本家であり，アメリカの指導的鉄道開発家，また投

機家でもあった。長い間典型的な悪徳資本家と誹られてきたが，現代の歴史家達は様々な神話を割り引いて考

え，その功績をより前向きに評価するようになった。 
https://ja.wikipedia.org/wiki/ジェイ・グールド 参照 2016-08-15 
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しており，橋梁のあの宿敵である「正直者のジョン・ケリー」により率いられていた。投票が始

まる前夜の遅くまで，まるでタマニー派の代議員は引き込まれないように見えていた。だが，そ

の後，ケリー派の何人かは，キングス郡の民主党の支持を求めてやって来た。その打合せは，ず

っと夜遅くまで続き，ついにキングズレーは，ケリー側と同調することに同意した。その結果，

タマニー派の代議員の動向が定まり，スローカムの後援者は，スローカムが 2 回目の投票で指名

されることを確信して，大会に参加した。 

 

しかし，フラワーの支持者であるアイラ・シェーファーという男性が，その橋梁とスローカム

との関係について，相当詳しく言及する演説を行った。また，その「全体的な不正」と，ワール

ド新聞が一面で「暴露した事実」は，タイム新聞の記事によると「郡の多くの代議員は，スロー

カム将軍に好意的であったが，橋梁事業の当初の推進者達が加わっている彼の組織が持っている

影響を，懸念させる手段となってしまった」ようである。 

 

また，スローカムは，郡民主党として知られるニューヨーク市の影響力の強い改革派閥，その

中心が他ならぬエイブラム・S・ヒューイットの派閥から，強硬に反対されていた。 

 

その結果，スローカムとフラワーは，最初の投票で得票数が伸びなかった。ケリーはスローカ

ムに伝えなかったが，彼の派閥の投票を分割させ，好機が来るのを待っていた。ブルックリンの

代議員達は，自分達が裏切られたことに気づいた。投票の激しい争奪があったが，2 度目の投票

でも，スローカムとフラワーは，再度，得票数が伸びることはなかった。しかし，今度は，ヒュ

ーイットとケリーの両派閥がクリーブランドに投票し，それが決め手となった。フラワーの代議

員達は，すぐさまフラワーを見捨て，クリーブランドは 3 度目の投票で勝利した。敢闘賞として，

後にスローカムは，州一人区の下院議員の候補者に指名された。 

 

ウィリアム・キングズレーと彼の代議員団は，ひどく失望してブルックリンに戻った。そして，

ケリーに対する嫌悪感を，記者に向かって遠慮なく話した。彼らの言い分では，ケリーは，彼ら

の支援が無ければ，第一にあの立場に決して就けなかったとのことであった。後にケリーは「私

は，スローカムを支持するなどと，これまで一言も発言したことが無い」と答えており，それは

まさに真実であった。 

 

11 月，クリーブランドは，これまでに州知事の立候補者が獲得した最大の得票で，共和党のフ

ォルジャーを破った。スローカムは下院議員に当選したが，ブルックリン民主党の間では，過ぎ

てしまったことについて，あきらめきれない意見があった。その橋梁は，逆の面でバッファロー

出身の知事を生み出してしまった。 

 

一旦選挙が終わると，新聞は橋梁の不正に関する記事を全く扱わなかった。汚職に関する騒ぎ

は，すぐに収まった。しかし，11 月 20 日，ロー市長とグレイス市長は，今回限りでその問題を

解決することを決断し，理事会の賛同を得て，2 人の会計士に，徹底的にあらゆる領収書，伝票，

書類，給料支払簿と橋梁に関する他の全ての書類を調べるように指示した。特に，理事会に対抗
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するニューヨークのワールド新聞と他の新聞が取り上げた疑惑に，関係するような橋梁の帳簿や

書類を，詳細に調査するよう指示した。彼らの調査結果が公表されるまで 1 年間を要し，全く物

議を醸し出すことはなかった。保管されていた金銭に関する証書の書類では，総額で 15,211,982.92

ドルの支出があったと，会計士は報告した。いくらかの事務の間違いによる請負者への支払い過

多は，9,578.67 ドルであった。そして，それらが会社の帳簿で見つけられた唯一の不具合であり，

会社の全ての帳簿は「公正かつ適切に」処理されていた。 

 

偶然にも 11 月 20 日は，その時は誰も気づかなかったが，架

橋公社におけるヘンリー・マーフィー（図-23.39）の最後の日

にもなった。その夜，彼は悪性の風邪にかかった。1882 年 12

月 1 日金曜日に，彼は亡くなった。 

 

新聞の報道によると，マーフィーは 72 歳で，病気になった夜

まで，彼は全く健康であった。彼は，時計のように規則的であ

り，毎朝九時に家を出て，コート通りの彼の法律事務所へ徒歩

で向かった。その事務所には，彼と 2 人の年輩の仲間であるロ

ットとバンダービルトが，その時点では 2 人とも亡くなってい

たが，長い間ずっと一緒に働いていた。午前中の後半に，彼は

モンタギュー通りのコニーアイランド鉄道の事務所に行き，一時間ほどそこで執務した。その後

で，架橋公社へ歩いて向かい，普通その日の残り時間をそこで執務した。20 日には，彼は 5 時頃

に家に帰った。 

 

新聞報道によると，彼の風邪はその後 1～2 日で肺炎になったが，亡くなったのは心臓であった。

息子がインタビューで語った内容によると，彼はとても苦しんで亡くなったようである。亡くな

ったのは朝 6 時であった。 

 

マーフィーが創設したイーグル新聞は「人々が集まるクラブやその他の場所での話題の中心は，

故人のことであった」と書いている。その日が，時代の終わりを告げたという感があった。マー

フィーは歴史的な人物であったと，誰もが感じていた。彼は，個人的な魅力と彼が達成した状況

の両面で，これまででブルックリンの建国の父に最もふさわしい人物であった。多くの人々にと

って，彼は，消滅した黄金時代からの最後の残留者のようであった。彼の死は，黄金時代につい

て書いているほとんどの人が何かと述べようとしていた最中に，ひとつの鐘を鳴らしたようであ

った。 

 

橋梁理事会は，特別会議を招集し，マーフィーの古い椅子に座ってキングズレーが議長を務め，

悲しみの長い正式な声明が起草された。とりわけ，橋梁はヘンリー・クルーズ・マーフィーの記

念として残されたことが，記載されていた。 

 

                                                        
9  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Cruse_Murphy.jpg （参照日 2016-08-21） 

図-23.3 ヘンリー・マーフィー 

（1810～1882） 
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5 月中旬頃でも，まだ対応すべき主要な事項が残されていた。電灯は，まだ十分に設置されて

いなかった。橋梁の両端の大規模な鉄骨製の駅ビルは，全く準備ができていなかった。そして，

橋梁列車が駅間を走行し始めるのは，早くとも 9 月頃の予定であった。しかし，もはや作成する

ような仕様書も，署名するような契約もなく，全てのことがローブリングのとても有能な部下達

によって，大急ぎで処理されていた。驚いたことに，彼ら全員が 14 年経っても依然として，元々

一ヶ月だけということで契約したコリンウッドでさえ，働いていた。ファリントンを除き，その

間ずっと，失望や挫折のために，あるいは，幾度も誘われた更に好条件の仕事に就くために退職

したものは，一人もいなかった。解雇された部下もいなかった。ローブリングの自身の義務感と

意気込みが，同じように共有されていた。彼が雇ったあらゆる職員達は，期待にかなう仕事をし

てきた。マクナルティのような何人かにとっては，これまでに経験した唯一の仕事でもあった。 

 

いまや，橋梁自体は，ヒルデンブラントがアメリカ生誕 100 年博覧会のために作成した図面と，

ほぼ同じように見えていた。ただし，ジョン・ローブリングが望んでいた主塔天端の王冠のよう

な冠石は，費用の関係で設置されなかった。主塔は，その時点で 7 年間近くそこにずっと立って

おり，確かに景色の一部として受け入れられていた。しかし，主塔アーチ部の通路は，その内側

から最後の木製の足場工が撤去された時点で，想定したように，二つの都市への巨大なゴシック

風の門のように見えた。 

 

しかし主塔が，以前にもまして，更に重要で目的を持ったように見えるものは，その主塔間に

完成した径間であった。完成した道路部が，ゆったりとアーチを描き，優雅に川の上に向かって

行き，ケーブルが大きく下側へ降りてきて，中央で一体化する。このケーブルが，最終的に吊橋

を，地球上で最も巨大な橋梁を形作っていた。そして最後に，その時点で，数百本の斜張控え索

（diagonal stay）が取り付けられた。この控え索は，主塔の上からは、放射状に配置され，鉛直方

向にハープ状に張られた吊材（suspender）と角度を持って交差していた。これらが形成するもの

は，近距離からは力強い鋼製ネットのように見え，ローブリングが見ていたような遠距離からは，

1 枚の巨大な細く紡いだ織布のように見えた。いまや橋梁は，これまで決して存在したことのな

い，見物して感激するような構造物となった。 

 

この橋梁は，ニューヨークの中で，人々が群がり呆然と見惚れる他の近代的な構造物より，更

に眺める時間や場所によって，全く違うように見えた。例えば，ニューヨーク側の幅が狭い低地

の街路にいる人には，川を渡る長い距離をほとんど感じることなく，手が届く程に感じるかもし

れない。その代わりに，目の前の主塔と，橋梁の中で主塔を上回る存在感を示すアーチ部を通過

する道路部に関して，上方への途方もない大きさと，息をのむような高さが印象的であった。 

 

主塔下側の古い地区のひどい粗末さと発展阻害の規模は，橋梁に有利に働いた。一方で，橋梁

は，最も崇高な大望の具体化が，壮大な天国を目指し，河岸地区の試練・卑劣さ・混乱を浮かび

上がらせ，熱心な信者達のあばら屋の上に巨大な大聖堂を立ち上げる手段のように見えた。そし
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て，路面から見た主塔の対をなすアーチ門は，大空に向かって開けた広大な窓のように見えた。

主塔は，夜にそれを眺める子供にとって，中世の巨人の暗闇での強大な仕業のようであったのか

もしれない。どこの世界に，花崗岩で縁取られたそれほど多くの星を，人間が見ることができた

のであろうか？ 

 

主塔へ向かう道路は，その時点で完成していたが，チャサム通りで高い板塀で閉鎖されており，

その板塀には，厚い漆喰が塗られ，劇場ポスターやチラシが貼られていた。その道路に沿って，

ゴミが見苦しく堆積し，撤去されるのを待っていた。それでも，世間一般の人々の体験では，こ

のような広々として，引き寄せるような人通りのない幹線道路と比べられるものは，何もなかっ

た。その道路は，夢の中で見られる何かのように，その都市の上に昇って外へ出て行った。たと

え人々が，もう一方の終端にあることを認識していた更に小さくて静かな街ブルックリンに，関

心がなかったとしても，その道路は，人々が，まさに自然に通りたくなるような幹線道路であっ

た。橋の直近に住んでいるニューヨーカーにとって，それはまさにブルックリンに向かう橋梁で

なかった。なぜなら，ブルックリンへ行きたいという特別な願望を持ったニューヨーカーは，ほ

とんどいなかったからであり，その橋は野外へ向かう幹線道路であった。誰もが橋を通って出か

けられ，数万人の人々がその道路に上がり，その巨大なアーチを通過して行ける日が訪れた時，

彼らはブルックリンに向かうのではなく，帆船が彼らの足の下方で玩具のように滑走する場所や，

最も高い建物や彼ら自身のみすぼらしく幅の狭い街路やそこの人々を見下ろすことができる場所，

遠くの陸地や海域とあらゆる人工物を眺めることができる場所に向かうはずであるということを，

彼らは認識していた。ある男性は「悪臭のする街路や蒸し暑い商店街から，驚くほど解放される

場所である。フェリーボートのとんでもない船室からのなんと楽しい脱出であろうか！ 街路でせ

っせと働いた後で，明るい冬の日中に皆の足を伸ばすための，なんと壮大な場所であろうか！ 岸

から岸まで一直線に，屋根となる空と素晴らしい仲間である微風を道連れに，楽しく歩いて行け

る」と書いている。 

 

橋梁が開通する前でさえ，ニューヨークを地球上の他の都市との相違を明確にするために，無

くてはならない象徴となっていた。アル・スミス10が，自分の少年時代の思い出を語る時に述べた

ように，橋梁は，それが地平線で際立っていたように，彼の思い出の中でも際立っていた。 

 

川面からの眺め，通過するフェリーや遊覧蒸気船から毎日何千人が楽しんでいる眺めは，確か

に全く別格であった。そこから，複雑でとても興味深い鋼製の補剛構造が，頭の上で包み隠さず

見ることができた。例えば，そこから，ローブリングが設置した耐風索（wind brace）を見ること

ができる（図-23.4）。それは，橋梁上の通行者の視界からは隠されているものである。これらは，

横振動を防止するよう設計されたケーブル控え索（cable stay）であった。それらは，主塔の角部

に固定され，橋梁の床面の下側に，反対側の床面の下側と繋ぐように斜めに張られていた。それ

                                                        
10  アル・スミス（1873～1944）は，アメリカ合衆国の政治家であり，ニューヨーク州知事に 4 期選ばれ，1928

年アメリカ合衆国大統領選挙で民主党の大統領候補となった。主要政党の大統領候補者としては，初めてのカ

トリック教徒かつアイルランド系アメリカ人だった。選挙では共和党のハーバート・フーバーに敗れた。その

後エンパイア・ステート会社の社長となり、世界恐慌の時代に建てられたエンパイア・ステート・ビルディン

グの主唱者となった。 
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らの中で最も長い耐風索は，中央径間の全体の 3 分の 1 に及んでおり，類似した耐風索は，陸側

径間にもあった。 

 

しかし，人々が川からそれを見たとき，とても感銘を受けたことは，橋梁全体が大きな弓型を

描いていることであり，ここでも，その眺望はどこかしら，通常の経験を越えるように思われた。

とても世間慣れして分析的な評論家でさえ，このように感じた。サイエンティフィック・アメリ

カン誌の編集者は「・・・橋梁の川面から見られる美しさは驚異的である。橋梁の大きな広がり，

単に主塔間の河川上だけでなく，人々が居住する賑やかな都市の川岸を眺めていると，下層階級

の骨の折れる仕事や不当な搾取を，忘れてしまうような景観自体の特徴があると思われる」と書

いている。 

 

それでも，あらゆる場所からの眺めで，最も素晴らしいものは，おそらくブルックリン・ハイ

ツからの眺めであった。視覚的には，それ以外の場所が他には無いくらいに，橋梁はブルックリ

ン・ハイツに溶け込んでいた。 

 

ハイツには，橋梁に関する全ての構造規模がうまい具合に眺められるように，橋梁からの距離

や標高が，十分に確保されていた。主塔は，ニューヨークの街路から見上げたように，全く調和

がとれていない巨大な姿を現すことはなかった。巨大な径間を短縮遠近法で描く必要は，ほとん

どなかった。さらに，もう一方の基本的な構成要素，ケーブル・吊材・床面に沿ったトラス構造・

アンカレイジ等を，包み隠さず眺めることができた。また適切な視点からは，隠されることも歪

むこともなく，残りの橋梁部分の機能や関係を眺めることができた。橋梁がどのように機能する

かを説明する図を描こうとする人がいたとして，最も簡単でわかり易い方法は，1883 年の春にコ

ロンビア・ハイツの家の裏窓から眺めたように，それを描くことであろう。当時，ブルックリン

側には，その後の状況とは違って，視界やマンハッタンの地平線を遮るものは何もなかった。 

 

ハイツから眺めると，橋梁が建設された理由が，とてもよく理解できた。壮大さに劣らず，そ

の実用性は，明らかであった。その下側には，活気に満ちた川があり，その向こうにはニューヨ

ークがあり，目の前には橋梁が巨大な規模の模型のように大きく拡がっていた。橋梁は，そこに

到達する手段であった。まさに最初から意図されていたように，ニューヨークへの巨大な幹線道

路であった。そして，普通のニューヨーカーにとってのブルックリンは，はっきりしない怪しげ

な場所という印象である一方で，ブルックリンに住むあらゆる人々にとって，ニューヨークはよ

く知られた場所であり，そこに行き再び戻りたいという願望の理由も，全くはっきりしていた。 

 

図-23.4 補剛桁下面の耐風索の配置（出典：The Brooklyn Bridge, Harper's Monthly 1883） 
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河川の状況は，橋梁工事の初めの頃と比べると，大きく変わっていた。河川内の交通量は，さ

らに増加し，運行速度も上がり，風の中で多量の石炭煙がたなびいていた。河川は，変化そのも

のであった。船が往来し，日なたでは帆船が向きを変え，雲の影がニュージャージーから越えて

来て，カモメが旋回して飛び込み，空模様によって水の色が変化し，向こう岸が光や大気の状況

によって，大変近くに見えたり，とても遠くに見えたりし，潮流が流れるという変化そのもので

あった。しかし，橋梁は，それら全ての上を跨いで，誇らしげにしっかりと立ち上がり，あらゆ

る変化に対して，陸地を定まった位置に固定しているように見えていた。一方で，橋梁は，川を

飛び越える街路であり，ある無重力の自然現象のように空間と重力に挑んでいたが（「・・・全て

のものの上空で，偉大なる橋が大空をさっと通り抜けた」と小説家が書いている），同時に，固定

されて深く根を下ろしていた。そこに橋梁が無ければ，まるで両方の都市は，別々に漂っている

ようであった。橋梁は，適切な状況を保持しており，ふさわしい場所に架かっていた。 

 

もちろん，一部には，この先ずっと橋梁を違った意味で見つめる人々もいた。彼らにとってそ

れは、途方もない貪欲さと欺瞞の象徴であり，憎むべき身体的な苦痛と忍び難い悲しみの象徴で

あったはずである。川の両側には，橋梁の威圧するようなシルエットを見て，ツィードや知恵袋

のスウィーニーやその他の人物の顔，ナストが描いたような狡猾で偽装に満ちた黒い瞳の横目で

見ている顔を，思い出す人々もいた。日光のなかで巨大なケーブルの経路を目で追いかけながら，

永遠に，ケーブルの中に不良品の素線が仕込まれていることだけを思い浮かべる人々もいた（巨

大なケーブルの経路について，詩人のハート・クレーンは「・・・アーチをなす経路／上方に向

かって，日光と一緒に方向を変え，一連のワイヤの躍動，・・・言葉によらずに何かを伝える」と

描いている）。そして，川裏にある共同住宅に住む人々の中には，そびえ立つ主塔は，彼らの夫や

父親の損傷した遺体がバネの効いた荷馬車で玄関まで運ばれてきた夏の日のまま，残っていたの

かもしれない。 

 

 

 

ローブリングが自宅から眺められ

なかった橋梁の唯一の主要部分は，2

箇所の駅舎であった。4 月下旬に一

度，ローブリングが馬車に乗って，

マクナルティが設計したブルックリ

ン側の駅舎（図-23.511）を初めて見

に来たことがあった。大きくて，曲

線状の二階建てで，もう片方の駅の

2 倍の規模の建物は，その時点では

半分ほどしか出来上がっていなかっ

た。それでも，薄汚れたサンズ通で

さえ大変印象的に見えていた。そこ

                                                        
11  http://www.mapsites.net/gotham01/webpages/gabbyl/joining.htm （参照日 2016-08-18） 

図-23.5 ブルックリン側の駅舎 
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は，駅の正面玄関が設けられる場所で，ローブリングの乗った馬車もそこに停車した。ほぼ同じ

時期に，ニューヨーク側の駅舎を訪問した記者は「必死にハンマーを振るう 100 人の労働者によ

って，あやうく耳が聞こえなくなるような騒音」と表現している。ブルックリンでは，その騒音

は二倍ほどひどかったにちがいない。 

 

ここの高架部から，橋上列車が，ニューヨークに向けて出発する予定であった。通勤者は，数

箇所に設けられた鉄製の装飾された料金所（オペラ・ボックスのように十分に飾り立てられてい

た料金所）で料金を支払い，待合ホームに向かう幅広い鉄製階段を登って行く構造となっていた。

内部空間の大きな建物自体は，すでに立ち上がっており，ニューヨークの高架鉄道の駅のように，

あらゆる種類の装飾的な鉄骨造，パネル，

柱，回り縁，格子状に配置した板ガラス

窓で，極端に飾りたてた建物になってい

た（図-23.612）。工事が一旦終わると，全

部の建物は臙脂（えんじ）色に塗られる

ことになっていた。 

 

橋面列車（図-23.713）は，ニューヨー

クの高架列車の最新車両にとてもよく似

ていたようである。車両には大きな窓が

あり，両開きの引戸構造で，前後に開放

部の踊り場を有しており，軌道の間を眺

めて車両に結びつけた鋼製牽引ケーブル

に気がつかなければ，推進機能のある車

両と思ったはずである（ローブリングが

サンズ通を訪問した時，軌道ケーブルに

動力を供給する 2 台の 300 馬力水平蒸気

機関を設置しているところであった。エ

ンジンはブルックリン側取付け道路の下

側に設置されたが，その異彩を放つ煙突

を有するボイラー室は，ワシントン・プ

ロスペクト交差点に設けられ，橋梁傍の

居住区に他と違ったひとつの変化をもた

らした）。 

 

ジョン・ローブリングが言っていたように，橋面列車の乗車時間は 5 分間であり，その料金は

5 セントの予定であった。道路を使って馬に乗って渡る人も 5 セントを支払い，馬 1 頭や馬車 1

台につき 10 セントの支払い追加があった。畜牛の料金は，１頭につき 5 セント，羊や豚は 2 セン

                                                        
12  Harper's Weekly, June 15, 1895 
13  Harper's Weekly, June 16, 1883, p-380. 

図-23.6 ブルックリン駅舎の内部 

図-23.7 橋面列車 
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トとなっていた。高架の遊歩道で歩いて渡りたい人は，アルバニーでは歩行者に対して無償にす

るというウィリアム・キングズレーが始めた運動があったものの，1 ペニーを支払うことになり

そうであった。 

 

ローブリングは，ブルックリンの駅舎を視察に来た日に，馬車から外に出ることはなかった。

彼は，視察を十分に行った後，自宅に戻って行った。だから，全 14 年間を通じて，彼が橋梁上に

足を踏み入れることは一度もなかった。 

 

 

 

駅舎は，これらの最終的な数ヶ月間に，ローブリングの頭を占有した数件の事案のひとつであ

り，遊歩道の電灯や鉄製の高欄，開通式典の計画と同様な懸案事項であった。これら全ての事案

は，昔と比べれば，事後処理で取るに足らないようなことに思われた。だが，彼は細心の注意を

払い，いつものように，あらゆる最終的な詳細まで，全体として訓練された専門家として，とこ

とんまで関与し続けた。 

 

70 箇所の電気アーク灯を利用する橋梁照明の契約は，ローブリングが推奨したように，合衆国

イルミネィティング社と結ばれた。その工事費は 1 万 8 千ドルであり，エジソン社が白熱灯を利

用した照明を行うとした応札額より，数千ドル安い金額であった。しかし，費用が決定要因では

なかった。ローブリングは，照明可能範囲に関して，スパッタリングする青白いアーク灯のほう

が，エジソン型の灯具より優れていると結論づけたからであった14。 

 

ランプに電力を供給する発電機は，ブルックリン駅のエンジン室に設置された。この発電所を

訪問した記者は，その設備がまさに供用されようとしていた時期であり，以下のような記事を書

いている。 

 

現場は，魔術師の地下研究所を連想させた。青色光が燃え，目に見えないエンジンが重々

しい往復運動で地面を揺らし，12 人の険しく不安そうな男達がぞっとするようなまぶし

い光のなかで，精を出して働いていた。このように汗をかいている男達の周りには，2

～3 人の監督が立って指示を出し，作業を急がせていた。幅 1 ヤード（91cm）の巨大な

ベルトが，ものすごい速度で発電機の滑車を回し，8 個ないし 10 個の別の滑車が，その

軸材を緩く覆っている新しいベルトを待ち構えていた。 

 

それはまるで，巨大な橋梁が，この不気味な研究所からの突然の大量の電荷によって，シェリ

ー夫人のフランケンシュタイン博士の小説における怪物のように，生命をまさに揺すぶられてい

るようであった。 

 
                                                        
14  トマス・エディソンが橋梁照明の契約についてどのような関心を寄せていたかは別にして，彼は，とても橋

梁に魅了されており，その進捗状況を眺めるのに，何時間も費やしていた。また，彼は，橋梁建設の仕上げ段

階の数週間について，彼が製作した最も初期の何本かの驚くような映画を撮影している。 
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電燈自体は，遊歩道の脇に約 100 フィート（30m）間隔で，鋼製トラス構造の天端に設置され

た支柱の上に取り付けられていた。それらを点灯させる夜がやって来たとき，川を跨ぐ電燈の初

めての使用が，記録される予定であった。 

 

 

 

すでに述べたように，エミリーは，工事における夫ローブリングの主要な仲介者として，貢献

していた。いまだに彼女は，定期的に数日間で 2～3 回の頻度で，橋梁の現場に出向いていた。伝

えるべき伝言，持ち帰るべき回答，ローブリングが彼女に目を光らせるよう依頼した事項があっ

た。一度，製造業者が上部構造の特殊な部分をどのように製作すべきかを悩み，何件かの質問に

回答をもらうためにローブリング邸に来た際，彼女はそれを実施する方法を示した図面を作成し，

入念に各々の手順を説明したことがあった。その頃には，橋梁の適切な施工についても，彼女は

理解することができた。また，そのような問題の判断を下す彼女の能力に関して，技術者達が抱

いていたあらゆる疑念は，ずっと以前に消えてしまっていた。 

 

続いて 5 月の初旬，上部構造の最後の部材が所定位置に設置され，ついに道路が完成した。そ

して，馬が駈ける影響を試験するために馬車を渡らせる時になり，ローブリングは，エミリーが

馬に乗って渡る最初の人になるよう依頼した。職員や架橋公社の事務所の人々は，全面的に同意

した。それで，ある晴れた日の午前中に，彼女と御者は，塗料が日光で輝いている新しい 2 人乗

り軽 4 輪幌馬車で，ブルックリンから橋を渡った。彼女は，勝利の象徴として，一緒に元気な雄

鶏を連れて行った。橋梁の一方の端から，もう一方まで，彼女の馬車に合わせて男達は作業を中

断し，帽子を持ち上げて喝采をあげた。 

 

 

 

その頃，橋梁が開通する前の週に，ローブリングは新たな取材を受けることに同意した。明ら

かに，彼とエミリーは，このような最後の時期に，対話時間を短くして気持ち良く行えば，ほと

んど問題がないと判断して，そうしたのであろう。 

 

その人物は，ブルックリン共和党の機関紙であるユニオン新聞の記者であった。最近その新聞

は，その橋梁を新聞のシンボルマークの主要な図形要素としていた。彼の名前は分かっていない

が，ローブリングに会ったのは，11 年間で今回が初めてであったと，彼は後に書いている。 

 

エミリーは書斎で彼を迎えた。彼女は，ローブリング大佐が二階の彼の部屋で休んでいると告

げた。ローブリングは，開通式のための胸像を製作している彫刻家のために，午前中ずっと座っ

ており，ちょうどその時は少し疲れ気味であった。 

 

記者が，大佐の健康状態について尋ねた時，彼女は，貴方が思っているより夫がとても健康そ

うに見えても，驚かないようにと告げた。彼女は「夫は，人々が想像するほど病んでいません。・・・
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彼の障害は，少し長時間の会話でも疲れてしまうことです。ほんの少し頑張るだけで，疲労困憊

となってしまいます。また，長時間に渡って話したり聞いたりしようとすると，とても衰弱する

結果となります」と言った。 

 

記者は，ローブリング大佐が壮大な開通式に参加するのかを，知りたがっていた。彼女は「い

いえ出席しません」と言った。彼には，その興奮状態があまりにも強すぎるのであろう。彼女は

「サンズ通りでの儀式と行進が終わった後で，私達は，ここで友人達を迎えるつもりです。・・・

ローブリング大佐は，負荷に耐えられるような状況である限り，出迎えには参加する予定です・・・」

と続けた。 

 

彼女は，記者に，ティファニー社製の大きな白い厚紙に刻み込まれた招待状を手渡した。その

招待状の左上隅には，月桂樹の枝の上側に描かれたローブリングの小さな肖像画があった。彼の

名前と職業上の肩書きは，招待状の下側にあった。記者の記録によると，その招待状の肖像画の

右側には，カード幅に一杯に，まるで遠くからでも見られるように「徹底的に細部までの」橋梁

が描かれていた。招待状には次のように書かれていた。 

 

イースト川橋梁の供用開始は，5 月 24 日木曜日午後 2 時の予定です。 

ワシントン・A・ローブリング大佐と夫人は，開通式の式典の後，7 時まで，皆

様に，ブルックリン・コロンビア・ハイツ 110 番に臨席頂きますようお願い申

し上げます。ご返事をお待ちしております。 

 

記者は，橋梁が完成した現在，ローブリング大佐が，他の大規模な工事を引き受ける可能性が

あるのかを尋ねた。彼が後に書いた記事には「ローブリング夫人は，眉を吊り上げ『それは，絶

対にありません。これは，彼の最大の仕事だけでなく，最後の仕事なのです。これが終わった後，

彼には長期間の休養が必要なのです。彼はそれを必要としており，確実にそれを獲得する働きを

してきました』と断言した」と書かれている。 

 

それから，彼女は席を外して，夫が記者に会う支度ができたか確認するために二階に向かった。

彼女が戻ってきて，「どうぞ，一緒に来て頂けますか」と頼んだ。 

 

記者は「私は，世界中で最も巨大な吊橋の技師長が部屋の中を歩き回り，薄い春用の外套を着

て，柔らかいフェルト帽子を被っているのを見た。・・・サイドテーブルにずらりと並んだ医療用

薬瓶が印象的であった」と書いている。しかし，実際には，ローブリングの体調は記者が思って

いたより良さそう，かなり良さそうに見えた。ローブリングは太っており，とてもふっくらとし

た顔つきで，髪とあごひげは，灰色の縞状になっていた。彼は，それまでよりも，かなり顔色が

悪そうで，握手するために前に歩いてきた時，その歩みは「小幅で，少しおぼつかない」ように

見えた。しかし，外観から判断して，時間はローブリングに対して必ずしも冷酷ではなかったと，

記者は結論付けた。記者は「立ち停まっていたり，足を交叉させて安楽椅子に座っていたりする

のを見ると，このがっしりとした体格，皺の無い大きい前額部，話している時に驚くほど輝いて
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いる鋭い灰色の目の紳士が，医療科学で知られている最もひどい病気のひとつの犠牲者であると

は，誰も想像できないであろう。・・・ローブリングの顔面で，過去の苦痛の跡が現れている唯一

のものが目の周りの皺である」と報告している。 

 

彼ら 3 人は座り，その後に行った会話の中で唯一触れた深刻なことは，橋梁上に蒸気機関車を

走らせる質問であった。その話題については，判断の基にする信頼できる情報がほとんどないブ

ルックリンでは，いまだに若干の関心が残っていた。ローブリングは「ニューヨークの高架鉄道

で使っているような機関車を，橋梁上を走行させることは，何の問題は無いでしょう」と発言し

た。その時の彼は，会話することには何の問題もないように見えた。「橋梁は，それらを支持でき

るように造っており，そのことに対する危険性は微塵もありません。2～3 台の客車を，ブルック

リンの鉄道からニューヨークの鉄道へ，小型機関車を使って移動したいとすれば，それも可能で

す。橋梁は，そのような重量を支持できるように造られています」。しかし，依然として彼は，普

通サイズの機関車の走行については「一貫して反対」していた。記者は，プルマン客車15に関して

知りたかった。 

 

エミリー・ローブリングは「ああ，自分はプルマン客車に賛成しかねるなどと，言わないでく

ださい。ご存知のように，貴方はストラナハン氏に対して，プルマン客車が渡れることを約束し

たのですよ」と言った。 

 

記者によると，ローブリングはそれに笑って「君は，ストラナハン氏が何を望んでいるか知っ

ているのかい？ プルマン客車が，彼の裏庭にまで入って行くことを望んでいるのだよ。彼の自宅

で客車に乗り込み，橋梁を渡って，乗り換えなしでサラトガに行けるようにしたいのだ。それが，

彼が望んでいることなのだ」と答えた。 

 

その後，記者の説明によれば，ローブリングは急にとても疲れたように見え始めた。おそらく，

彼はあまりにも話すぎたのであろう。記者は「貴方の偉大な工事が，成功裏に終わることにお祝

い申し上げます」と述べて，帰るために立ち上がった。記者が「この仕事は，貴方が引き受ける

類の仕事の最後になりそうな気がします」と述べた。 

 

ローブリングは「それは，わかりません。私が回復すれば，世界中には，まだやるべき大きな

仕事がたくさんあります」と答えた。その言葉で，取材は終了した。 

 

 

 

 

                                                        
15  ジョージ・プルマンが 1867 年に設立し，19 世紀中頃から 20 世紀半ばに掛けてアメリカ合衆国を中心に鉄道

車両の製造と，寝台車の運行業務を行っていたプルマン社が製造した車両である。それまでの客車の常識を覆

し，カーペットやカーテン，布張りの椅子に図書館，カードテーブルまで備え，比類なき乗客サービスの豪華

な寝台車であった。 
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盛大な行事の計画は，その時点で完了していた。どうみても，エリー運河16の開通式以来のニュ

ーヨークでの最大の祝賀会となる予定であった。タイムズ新聞は「ブルックリンにとって，“その

道徳的な地域の歴史の中で最大の祭日”となるに違いないと」と伝えていた。それは「人民の日」

として，知られるようになった。 

 

その考えを主として推し進めたのが，市長セス・ローであった。彼は，その日をブルックリン

の公式休日と宣言した。彼は，自らの家を飾り立てて照らし出すつもりであると発言し，隣人た

ち全員に，同じようにするよう強く勧めた。彼は，ブルックリンの主だった事業主に，その日は

工場や商店等を閉めるように呼びかけ，既に彼らのほとんどが，そうする旨を伝えるきちんと印

刷したカードを送付し終わっていた。学校は休校になり，大部分の店舗が休業する予定であった。 

 

ティファニー製の 1 万 3千枚のチケットが，

理事達から交付された。そのうち 7 千枚の淡

青色で劇場入場券の大きさのチケットは，開

通日に橋梁への入場を許可するものであっ

た。残りの，橋梁の展望が彫られた大きくて

硬く白いチケット（図-23.817）は，ブルック

リン駅の構内で開催される開通式典用であ

った。 

 

アーサー大統領とクリーブランド州知事

らの一行は，フランクリン・エジソン市長，

第七連隊と 75 人編成の楽団に付き添われ，

ニューヨーク側から橋梁を歩いて渡ってくることになっていた。彼等は，ブルックリンからの公

式代表団と，橋梁上で合流し，公式の式典のために，サンズ通りの駅舎まで進む予定であった。

ジェームズ・ストラナハンが司会進行を務めることになっていた。ウィリアム・キングズレーは，

架橋公社の理事長の代理として，その橋梁をエジソン市長とロー市長に寄贈することになってい

た。その際，各々の市長から少しの短い所感を述べてもらう予定であった。続く，その日の「主

要な演説」は，両市の出身者にふさわしい代表者として選ばれた 2 名の紳士，エイブラム・ヒュ

ーイットがニューヨークを代表し，ブルックリンを代表してストーズ牧師が行うことになってい

た。技師長の自宅での個人的な祝賀会の後，通りを下ったロー市長の自宅で，大統領と州知事の

ための晩餐会が予定されていた。橋梁の花火大会は 8 時に始まり，ブルックリン音楽アカデミー

で，大統領のための公式祝賀会が続いて予定されていた。 

 

北大西洋戦隊から，テネシー号・カーサージ号・サラトガ号・ヤンティック号・バンデーリア

                                                        
16  エリー運河は，アメリカ合衆国ニューヨーク州にある運河で，エリー湖からハドソン川上流までを繋ぎ，ニュ

ーヨーク港に注ぐハドソン川を通じて五大湖と大西洋の間の舟運を可能にした運河である。東部と中西部の運

搬を一気に容易にした最初期の交通革命となった。全通は 1825 年で，全長 363 マイル（584km），幅 40 フィー

ト（12m），深さ 4 フィート（1.2m）で，閘門は 83 箇所あり，それぞれ幅 90 フィート（27m），高さ 15 フィー

ト（4.5m）となっている。 
17 http://natedsanders.com/ItemImages/000035/46553_lg.jpeg （参照日 2016-08-20） 

図-23.8 開通式典の招待状 

（理事の署名が中段に記入されている） 
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号が，祝賀会に参加するために，ブルックリンに派遣された。ミネソタ号はすでに到着して，バ

ッテリーに停泊していた。祝砲は，海軍造船所とガバナーズ島，戦艦隊からは発射されることに

なっていた。劇場の興行主であるジョー・トゥッカー提督は，巨大な遊覧蒸気船グランド・リパ

ブリック号を借り上げて，橋梁の下側のあちこちで水蒸気を出し，その甲板から同じように祝砲

を発射する予定であった。新聞は「ベルを鳴らすこと，蒸気笛で合図すること，バンド演奏は，

この船の所有者から提供された付随的なアトラクションの一つである」と報じている。 

 

ブルックリン埠頭の所有者達は，自分達の桟橋でその日の夕方を過ごすために，厳選した友人

達を招待していた。川を見渡せる事務所を有する数えきれないほどのニューヨークの商社は，そ

の窓から見物するように得意の顧客を招待していた。プリンティング・ハウス・スクエアで最も

高い建物の管理人のところには，その屋上への入場希望者が殺到していた。ナッソー通りとビー

クマン通りの交差点にあるモース・ビルの入居者全員が，そこの屋上から見物してもよいと，言

われていた。同じように，反対側の角にあるテンプル・コート・ビルと，その近くのミルズ・ビ

ルの屋上も，解放される予定であった。ポリス・ガゼット誌のリチャード・K・フォックスとい

う大胆不敵な経営者は，フランクリン・スクエアにある自分の新しい建物から，その様子を見物

するように 1 万枚の案内状を発送し，ひょっとすると，数百人の受取人が現れるのではと言われ

ていた。 

 

これら全ての大衆の関心は，控え目に言っても相当なものであった。そして，新聞は，ニュー

ヨークのワールド新聞を含め，それに関して多くの記事を載せていた。なお，ワールド新聞は，

まさに前月に経営者が代わっていた。ジェイ・グールドは，その新聞をセントルイスの若いジョ

セフ・ピュリッツァーに売却していた。新しい経営者は，イーズ橋がそうであったように，ブル

ックリン橋が歴史的な出来事であると考えるだけでなく，巨大な新構造物に対するワールド新聞

のこれまでの敵対行為が，明らかに悪い報道であったと考えていた。ワールド新聞は，今では橋

梁に好意的であった。 

 

実際に，そのような準備状況に立腹していたと思われる唯一の人々が，より戦闘的な数人のア

イルランド人であった。4 月中旬，彼等は，24 日が偶然にもビクトリア女王の誕生日でもあるこ

とに，突然気づき，開通式の日付に対して腹を立てて抗議を始めた。中央労働連盟は，「両市の良

識ある男性と女性の皆さん，我々の中の貴族志望的な要素に対する最新の無礼な行動を忘れない

ようにしましょう」と呼びかける声明を発表した。トリビューン新聞は「アイルランドにとって，

何かの記念日や他の不吉な日を避けて，日程を設定することは難しく，おそらく不可能であろう」

と言い返した。そして，予定日が近づくにつれて，「ダイナマイト憂国士団」というアイルランド

の熱狂者が，橋梁を吹き飛ばそうとしているとの話がでていた。 

 

壮大な祝賀会の考えには，ワシントン・ローブリングは，あまり乗り気ではなかった。キング

ズレーも同じ気持ちであり，あらゆる準備が整ったならば「橋梁供用開始」を知らせる看板を単

に掲げればよいと，理事会で示唆していたことを，ローブリングは知っていた。しかし，他の理

事，特にサス・ローは，それに反対していた。3 月という早い時期に，その準備委員会が設立さ
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れた。 

 

その後，ローブリングは，計画されている内容を聞き，とても心配になった。彼は理事会宛に

「花火を行うのであれば，その時には橋梁上の全ての見物人を退去させること。行進に参加する

兵士達が，主径間上を通過するときは，足並み揃えて行進しないこと」と手紙を書いた。また，

一旦式典が終了した際，どれくらいの人々が橋梁に載ることが許されるのか，群集の収拾がつか

なくなった場合にどのような結末が起きるのかについても，彼は懸念していた。 

 

橋梁への侵入防止措置にもかかわらず，その頃の数ヵ月間，人々の橋梁上への侵入が発生して

いた。4 月のある夕方には，ニューヨークからの少年達の集団が，チャサム通で防壁を突き破り，

橋梁を渡って，ブルックリン側の主塔の近くで，家の上に石を投げ落し始めた。警察が，橋梁の

両端からその場所に出動した。少年達は，吊材をよじ登り，床組の下側にはい降りた。翌日の新

聞の説明によると「警察官は警棒を効果的に使い，乱暴者の集団を排除した」ようである。しか

し，全ての事件が大変に危険な兆候であると，ローブリングは述べている。 

 

彼には，他にも悩ましいことがあった。例えば，エイブラム・

ヒューイット（図-23.918）から問合せを受け取っており，ヒュ

ーイットは自分の演説への援助を望んでいた。5 月初旬に書か

れた手紙（ヒューイットかその秘書が，ローブリングの名前の

綴りを間違った手紙）には，ヒューイットが「交通機関の新街

路建設に関わる社会的および政治的考察」を取り上げるつもり

であると，書かれていた。ヒューイットは，技師長が「巨大な

建設事業の比較例として，その橋梁の建設費が，科学的な設備

を利用することで，以前に建設されたものを大きく下回ってい

ることを示す資料」を，彼に送付することを望んでいた。彼は，

ローブリングからの労賃の一覧表と他の技術情報を必要として

いた。ヒューイットは，発展の象徴として，橋梁を紹介するつ

もりであった。 

 

しかしローブリングは，そんな風には見ていなかった。おそらく彼は，エイブラム・ヒューイ

ットを援助するような気分ではなかったようである。いずれにしても，ローブリングの回答は，

次のようであった。 

 

クフ王は，自分のピラミッド19を建設するために，無数のエジプト人とイスラエル人の

胃に，数ポンドの米を詰め込んだ。今日，我々は同じことをするために，蒸気ボイラー

に数ポンドの石炭を詰め込んでいるはずである。これが，古代の力ずくのやり方を越え

                                                        
18  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abram_Stevens_Hewitt_1822-1903.jpg （参照 2016-04-27） 
19  クフ王が建設したギザの大ピラミッドは，ピラミッド建築の頂点とされ，最大規模を誇る。現在高さ 138.74m

（もとの高さ 146.59m），底辺 230.37m，勾配 51 度 50 分 40，容積約 235.2 万 m³で，平均 2.5t の石灰岩を約 270
万～280 万個積み上げたと計算される。（https://ja.wikipedia.org/wiki/ギザの大ピラミッド 参照 2016-08-21） 

図-23.9 エイブラム・ヒューイット

(1822-1903) 
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た近代文明の優位性の一例といえるかもしれない。しかし，我々が参照の標準とすべき

太陽を基準にすると，その比較は意味がない。なぜなら，それら数ポンドの石炭を生産

するためには，数ポンドの米の生産に比べて，1000 倍以上の太陽エネルギーを必要とす

るからである。我々は，偶然の環境をうまく利用しているにすぎない。 

 

クフ王は，自らのピラミッドを建設するために 20 年を要している。しかし，彼を悩ま

すような多くの理事・請負者・新聞記者がいたとすれば，それだけの月日で，ピラミッ

ドは完成しなかったかもしれない。近代の土木技術の長所は，様々な点で，近代文明の

短所と過剰な均衡状況にある。 

 

それは，彼が結構前からヒューイットに間違いなく言いたかったことであり，ユニオン新聞の

記者に言うことを，何とか控えた事であった。また，彼のエネルギー消費に対する考えは，その

時代より進んだ立派なものでもあった。 

 

1 週間ほどしてヒューイットは，再度，自分の演説で「列挙すべき」人物の全員の氏名と，個々

の貢献内容の簡単な説明を尋ねる書簡を送った。この要請に，ローブリングは喜んで答えた。 

 

 

 

エミリーにとって，この時は，橋梁が始まったの頃と同じくらい常に忙しかった。祝賀会は全

て彼女の役目であった。彼女は，招待客の一覧を作成し，招待状のデザインと文面を決め，夫の

胸像だけでなく油絵の肖像画も依頼し，家を飾る花と幔幕を注文し，彼女自身が開通式典に出席

する時の随員を選んだ。そして，必要最低限以上に土壇場の神経的な負荷が，夫に掛からないよ

うに最善をつくした。また，彼女は，祝賀会の後，ほとんどすぐに家を引き払う手配をしていた。

彼女は 6 月から家を賃貸することにしていた。彼女と息子と夫は，夏の間，ニューポートに戻る

予定にしていた。 

 

祝賀会は，彼女の考えであった。夫が，セス・ローや他の人々が計画していた開通式典に参加

できなければ，彼女は夫のところに彼ら，理事・両市長・州知事・合衆国大統領を連れてくるつ

もりであった。 

 

開通式では，彼女自身の一団は 25 台の馬車に乗る予定であった。彼女は，自分が橋梁を渡った

時と同じ 2 人乗り軽四輪幌馬車で，その一団の先頭で進むつもりであった。彼女は，息子のジョ

ン・A・ローブリング二世と一緒に乗る予定であった。その後に，フェルディナンド・ローブリ

ングとその妻，チャールズ・ローブリングとその妻，そして，メスフェッセル教授とその夫人，

ワシントンからきたエミリーの兄ウィリアム・ウォーレン，彼女の義理の妹エルバイラ・スチュ

ワート，彼女の姉妹であるフック夫人，ニューヨークで独身生活を送っていた 28 歳のエディー・

ローブリングと続いた。残りは，大部分が個人的な友人であった。 
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彼女は，ニューヨークのウィリアム・G・ウィルソン夫人に「橋梁の公的な開通式に参列する

ために，私のグループの女性陣の一人として加わっていただけないでしょうか。私は，女性の皆

さん方に，木曜日の午後 1 時に私の家に集合して頂き，あなたもご存知のニューヨーク側の大統

領の行列に対抗する形で，橋梁に向かって行列して頂きたいのです！」と，手紙を書いた。 

 

「服装は，私が祝賀会でするように，短いドレスと縁なし帽を被って頂きたいのです。公的な

行事が終った後で，私が出迎えをするのを貴方に手伝って頂きたいのです」 

 

家に到着する郵便物は，祝辞と，祝賀会への招待に対する謝意を表す承諾の短信で一杯であっ

た。5 月 18 日，エイブラム・ヒューイットからのローブリング宛への，更にもう一通の手紙が届

いた。技師長にとって，その手紙は，それで終わりとなる最後の非常識で無礼な一通のように思

われたに違いない。ヒューイットは「私は，式典に引き続いて挨拶する機会を持ちたいと思って

います。しかし，市長との晩餐会に出席することになっており，その合間が十分に取れない可能

性があります。その場合，貴方とローブリング夫人に，私の行動の意志を認めて頂くようお願い

したい」と書いていた。続いて，彼は「申し訳ありませんが，私にローブリング夫人の正式な名

前を教えて頂けないでしょか」と書いていた。 

 

 

 

5 月 19 日土曜日の夜，開通日の前に照明灯の試験のため，隠されている発電機にスイッチが入

れられた。11 時から真夜中の間にフェリーでブルックリンに戻ろうとしていた人々は，突然頭上

で，都市から都市まで橋梁を渡る照明灯のものすごい展示を眺めることになり，驚愕させられた。

彼等そのことを知っていたかどうかに関係なく，彼らは，将来を，鋼と電気を見上げていたので

ある。 

 


