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第 24 章 人民の日 

ニューヨークでは，これほど特色のある祭典は 

滅多に見られない. 

ハーパー・ウィークリー新聞 

 

推定では，汽車だけで，街の外から優に 5 万人の人々が午前中に市内に入ってくるといわれて

いた。しかし，おそらく，それと同程度の人々が，船で到着しつつあった。メアリー・パウエル

号は，満員であった。11 時に埠頭に着いたフォールリバー蒸気船には 600 人の客が乗っており，

ストーニントンからの船には，同数あるいはそれ以上の客が乗船していた。ニューヘブンからの

1 台の鉄製蒸気船は，1 千人の人々を乗せてきた。どれくらいの私有船や，「特別遊覧船」が港に

入ってくるかは，まったく予想がつかなかった。正午までに，あらゆる主要ホテルは，一杯であ

った。 

 

天候は申し分なかった。「式典のために，より天候の良い日

を選ぶことはできなかった。空には雲がなく，明るく輝く太陽

の暑さは，涼しい微風で和らげられていた」。無数の旗が，大

統領が通過する 5 番街やブロードウェイに沿った至る所の頭上

で，はためいていた。建物は，屋根や出窓から垂らされた赤や

白，青等の旗や幔幕で，飾られていた。大部分の商店の窓には，

それに類する展示が行われていた。大統領と閣僚の何人かが宿

泊していた五番街ホテルの向かいにあるマディソンスクエア

では，数千人もの人々が，待っていたり，木の下の回りをうろ

ついていたり，自由の女神像の巨大なトーチと手のまわり（図

-24.11）をグルグルと歩き回っていた。なお，自由の女神像の

巨大なトーチと手の部分は，アメリカ生誕 100 年博覧会の閉会

後に，フィラデルフィアからそこに移設されていた。 

 

9 時に，橋梁に向かうチャサム通りの入口を塞いでいたフェンスは，作業員によって解体され，

警察の規制線に替わった。その後１時間で，橋梁側の 2 街区内に入ることは，ほぼ不可能となっ

た。川に通じる街路は，人々で満杯となっていた。市庁舎公園とプリンティング・ハウス・スク

エアは人で溢れかえっていた。あらゆる利用可能な屋根と窓は，人で溢れており，川岸に沿った

場所には，人が立てるような空いた場所はほとんどなかった。 

 

ミルクと生産物を市内へ輸送してくる巨大な荷馬車が，夜の内に，何台も通常通り到着したが，

それには荷物の替わりに地方からの人々が，荷馬車 1 台に 20 人も乗っていた。その時には，彼等

が，日焼けした顔つきで，明らかに当惑した様子で，夥しい人々の中に立っていた。ある記者は

「ちょっとの間，彼らはぎこちなく端にある支柱をよじ登ったり，塀の上で危なっかしく立ち上

                                                        
1  http://victoriakovacsauthor.com/the-vicars-wife-a-tale-retold/ （参照日 2016-08-22） 

図-24.1 自由の女神のトーチ部分
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がったりしていた。その後，彼らは，半ば畏敬の念にうたれた表情をして，街路の内側に入り，

排水路の外側にいる群衆の中を押しのけて進んで行った。・・・大衆は，歓迎を表す建物や旗を畏

怖するような印象もあったが，本心からの強い願望は，大統領や州知事，他の大物の政治家を見

ることであった」と書いている。 

 

同様に，ものすごく多くの「光り輝く衣装とまばゆい色で着飾って，均整がとれ，格好の良い，

優雅で，上品で，すてきな，明るい目をした美しい女性達」がいた。そのような注目に値する女

性達は「突かれたり，押しのけられたりして，不格好で粗野で不器量な女性達」と区別できない

ほど混ざり合ってしまったようである。続いて，彼女達全員が前後に揺らされ，みすぼらしい男

性達や，フロックコートで緑のタイを着けた「田舎じみた伊達男」や，黒いスーツと山高帽を身

につけた平静で無口なニューヨーカー達に，混ざり込んでしまった。女性達の刺繍，レース，総

飾り，装飾品やスカートは，群衆との擦れ合いで，引き裂かれ破れていた。また，多くの女性達

がその朝出かける時に身に着けた大きなコサージュは，群衆のなかに 30 分間居ただけで，押しつ

ぶされ，バラバラに破れていた。そして，至る所に，大人と一緒だったり，そうでなかったりの

無数の子供達がいたが，奇跡的にも踏みつけられて亡くなるような子供はいなかった。 

 

行商人は，ガムドロップやバナナ，旗，ローブリング親子の写真，橋梁バッジ，15 セントで販

売されている記念メダル等を，売り歩いていた。あらゆる広告を行き渡らせるには，絶好の日で

あった。装飾的な要素や文章の一部に橋梁を用いた何千というパンフレットや団扇，宣伝ビラが

配られ，歴史的に有名な行事の記念品として，後で衣装箪笥にしまい込まれた。正午迄，橋梁を

渡るための架橋公社発行の青色チケットが 1 枚 5 ドルで売られていた。酒屋と酒場は，通常の 3

倍の売上げを挙げていた。そして，ポリス・ガゼット誌の建物では，ある騒動が発生していた。

出版者リチャード・フォックスの招待に応じていた 1 千人より多い「恐れ知らずの男達」が，屋

上に詰め込まれていた。既にその連中は，シャンパンとウィスキーの数百本を空け，燻製の牛肉

を平らげて，警察が建物を空けるために到着した時，面白がって調度品をせっせと打ち壊してい

た。 

 

当日，ニューヨークの学校は，公式には登校日であったが，

どの教室も空であった。そして，証券取引所も開所していたが，

そこに勤務していた 6 人の株式仲買人も，やはりすることが無

く，歩廊で訪問客を眺めていた。正午まで開店している他の事

務所でも，数人の従業員が寂しそうに担当として残されていた。 

 

チェスター・A・アーサー大統領（図-23.22）の昔の職場であ

る税関の状況は，とても静かであった。郵便局は開いていたが，

そこも日曜日と同じくらい静かだった。連邦裁判所は閉じられ

ていた。チェンバーズ通りの郡裁判所には，評決を合意しよう

と徹夜して，身動きが取れなくなってしまった 12 人の陪審員だ

                                                        
2  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20_Chester_Arthur_3x4.jpg （参照日 2016-08-27） 

図-24.2 チェスター・A・アーサー

（1829～1886） 
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けがいた。正午に，プロデュース，コットン，マリタイム，マーキャンチール，コーヒー取引所

の立会場では，鐘が鳴り響き，あらゆる商取引が素早く終了した。1 時間たたないうちに，これ

らの建物は空になり，扉が施錠された。通常通り営業を続けていた，ほぼ唯一の場所が，キャッ

スル・ガーデン（出入国管理所）であった。これまでに出入国管理の流れが止められたのは，北

大西洋上の暴風だけであると言われていた。 

 

どうしてニューヨークでそのような大騒ぎになったのか，数人の目撃者は，その説明に苦慮し

ていた。ブルックリン人々にとって，橋梁が相当の重要性を持っていることは，十分明らかであ

ったが，これらの群集に関して，タイムズ新聞は「彼らは，祝賀に特別な目的を持っているわけ

ではないはずである。なぜなら，彼ら 1 千人のうちの 1 人でさえ，好奇心以外で，新しい構造物

を利用するような機会はないであろう」と解説した。 

 

 

 

その話が，何時どのように始まったかについては，誰も知らなかった。しかし，おそらくその

日の午前中，市民がチェスター・A・アーサー大統領が五番街ホテルから出てくるのを待ってい

る間のことであろう。大衆のなかの無数の田舎者の一人あるいは複数の人は，数人の新しく知り

合った都会の友人から，ブルックリン橋を「購入して」，それによって，アメリカの伝説への永遠

の貢献をした。そしておそらく，それはキャスル・ガーデン（出入国管理所）で調べられている

黒い目の口髭を蓄えた男達で，何人かは大志を抱いてアメリカ人になったばかりで，自分の持ち

物を紐で縛っていた。彼らは，アメリカ大陸をまさに 初に歩いた 後に，その輝かしい朝，開

通式に間に合うように橋梁の近傍のどこかに到着していた。そして多分，その話は，単に一部の

瞑想にふける見物人の空想から始まったのかもしれない。見物人は，人々が押し付けられている

のをじっと見た後で，人々の大部分が何でも信じ，何でも，ブルックリン橋でさえも買うかもし

れないと，断定したのであろう。 

 

 

 

ブルックリンでは，通りが人々でごった返す前に，かろうじて太陽が昇り始めた。繁華街にあ

るほとんど全ての家や建物には，旗が屋根から翻っているか，窓から吊るされていた。あるいは，

旗がない場合には一連の提灯の列が吊られていた。フルトン通りに沿って，またハイツにある大

部分の建物は，紙テープや幔幕でおおわれていた。市庁舎の 120 箇所全ての窓に，旗が掲げられ

ていた。裁判所の丸屋根は「翻っている旗の衣装で豪華」となっていた。市庁舎のある街区で，

も注目された飾りつけは，パーク・シアターの前の展示であった。そこには，1746 年のブルッ

クリンに散在した村，1814 年の初期のフェリー，続いて 1883 年の完成した橋梁，そして，将来

の 1983 年にイーストリバーに 100 橋の橋が架かっているような予想図が展示されていた。川の方

向へ向かう街路，ハイツのあるジョレールモン通り，レムサン通り，モンタギュー通り，ピエー

ルモント通りには，旗と幔幕が積み上げられていた。そして，これらの街路の終端のコロンビア・

ハイツにある小さな公園の木には，提灯がいっぱい吊り下げられ，大部分の大きな邸宅は，下か
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ら屋根の上まで，全面に渡って提灯が吊られていた。 

 

フェリー乗り場から市庁舎までの，フルトン通りの両側にある全ての店舗のあらゆる窓と出入

り口は，飾り付けられていた。宝石店には，ケーブルを金のチェーンで模したミニチュア橋梁が

作られていた。花屋では，長さ 8 フィート（2.4m）の橋梁が作られていた。それは，全て花で作

られており，橋面列車があり，下側を通過する船も備えていた。店舗の窓には，技師長と彼の父

親，ヘンリー・クルーズ・マーフィー，ロー市長やスローカム将軍の額入写真が飾られていた。

そして，ある窓の看板には，長年に亘って言われていたことを思い出させた。「バビロンには絞首

刑の庭があり，エジプトにはピラミッドが，アテネにはアクロポリスが，そしてローマにはアテ

ナイオンがある。だから，ブルックリンには橋がある」 

 

ハイツで，2 軒のとても念入りに装飾された個人住宅は，サス・ローとワシントン・ローブリ

ングの自宅であった。その 2 軒は大統領が来客となる家であった。市長の自宅の窓には，絹製の

旗が房で飾られ，広々した玄関口にはブルックリンの旗が掛けられていた。街路を橋梁に向かっ

て下った技師長の自宅の前面の全てが，旗や盾，花，ニューヨークとブルックリンの紋章でおお

われていた。1 枚の巨大なアメリカ国旗が，街路を跨いで，馬車がその下を通れるように十分な

高さに掲げられていた。 

 

下方の遠くにある川は，おそらく，全てがとても印象的な光景だったであろう。その朝の川面

は実際に明るい青であり，浮かんでいるあらゆる種類の船舶が，まるで湾から橋梁を越えて上流

のどこかまで広がった巨大で細長い小艦隊に集結したように見えた。下流側の埠頭や対岸の岸に，

係留された船のマストには，旗が翻っていた。「それは，マストの森が，早春の陽射しで，1 千の

豪華な色合いで満開になったようであった。目に映る至る所でそれらが浮かび，索具の網や，旗

や国旗，信号旗や吹流し・・・などを，ほとんど隠してしまうほどに飾り付けられていた。流れ

の中で錨を降ろしている全ての船舶も同様に，その黒っぽい外殻より上側を，たくさんの色の旗

で，飾り付けていた」 

 

正午前頃に，大西洋戦隊は湾から蒸気を出しながら川を遡り，橋梁の下側まで進入してきた旗

艦テネシー号は，ウォール・ストリート・フェリーとほぼ一線に並んで，錨を降ろした。他の艦

船は，その後ろに，ガバナーズ島の近くに達するまで，ロープで一線に繋がれた。なお，艦船も

幔幕で覆われており，青い上着の乗組員達をブルックリンの岸から，とてもはっきりと見ること

ができた。ある男性は，後に，将校の軍服の金の飾りが，日光でいかに輝いていたかを語ってい

る。 

 

フェリーは，午前中ずっと満員の乗客を乗せて，ニューヨークへ行ったり来たりして，激しく

動き回っていた。フルトン・フェリーでは，手足をほとんど動かせないほど満員であった。どう

やら，何百人もの人々は，その日の行事を見物する 高の方法が，船上にずっと張り付き，行っ

たり来たりしてずっと乗り続けていることだと，決めていたようである。 

 



第 24 章 人民の日 
 

 
 - 472 -

正午頃，サンズ通りに向かって，巨大なうねりが発生した。30 分以内で，少なくとも 1 万人の

人々が，ブルックリン駅の近くの狭い街路に，すし詰め状態になってしまった。そして，数百人

の警察官の一隊が，その建物の前で中空方陣を形成して，群衆を規制した。ニューヨークと同様

に，行商人が至る所にいたが，ここだけは更に多いように思われた。そして，彼らは，写真や記

念メダルに加えて，橋梁に関する楽譜や，金属・蝋・砂糖菓子などで作った種々の小さな複製も

売っていた。ある目撃者は「全体的に見ると，それは穏やかな群集であった」と書いている。 

 

ブルックリンの側の実際の式典は，12 時 40 分に市庁舎から開始された。明るい赤の上着の第

23 連隊の楽団を先頭に，白いヘルメットに青い上着の第 23 連隊が続き，フォート・ハミルトン

からの第 5 砲兵隊と海軍ヤードからの海兵隊員の分遣隊が，順番に 200 人ほど続いた。そして，

高いシルクハットを被った若い市長に先導されて，数人の市役所職員や架橋公社の理事や特別招

待客が一団となって続いた。その後に，ワシントン・ローブリング夫人と彼女の一団が馬車で続

いた。一行は，川に向かってレムゼン通りを下り，クリントン通りを越えた次の交差点で右に曲

がり，ヘンリー通りに入り，橋梁に向かって行進した。一行の全ての経路には，大衆が 4 重から

5 重となって並んでいた。人々は屋根の上や，玄関ポーチに詰め込まれながら，馬に乗った将校

達が音を立てて進む状況や，ブルックリンで有名な多くの面々，例えば，ルートヴィヒ・ゼムラ

ー前会計監査官，・・・マッキュー判事，・・・アルフレッド・バーンズ，・・・ジェームズ・スト

ラナハン，・・・ウィリアム・キングズレーらが，次々と通過して行くのを眺めていた。警察が一

行の通り道を空けたサンズ通りでは，数人の民間人を除く全員が駅舎に一直線に入って行った。

一方，第 23 連隊，セス・ロー市長，ウィリアム・キングズレーと他 12 人ほどが，「道
みち

足
あし

（Route Step）
3」という号令で，橋梁上へ行進して行った。 

 

 

 

エリー運河が 1825 年の秋に開通したとき，ニューヨークで

の式典に，当時の合衆国大統領ジョン・クインシー・アダムズ

と次期大統領となるアンドリュー・ジャクソン将軍だけでなく，

4 人の前大統領（ジョン・アダムズ，トーマス・ジェファーソ

ン，ジェームス・マディソン，ジェームズ・モンロー）が参加

していた。ブルックリン橋が，1883 年 5 月 24 日に開通したと

きの主賓は，チェスター・A・アーサー大統領であった。 

 

恰幅が良い新しい州知事のグローバー・クリーブランド（図

-24.34）も参列していた。もちろん彼は，次の大統領になる人

物であったが，その時点では，誰もそれを認識しておらず，そ

                                                        
3  道足とは，軍隊における行進の方法で，定められた隊形の距離及び間隔の両方を保持しながら，歩調をそろえ

ずに歩くこと。 
4 グローバー・クリーブランド（1837～1908 年）は，第 22 代および 24 代アメリカ合衆国大統領（任期：1885～

1889 年，1893～1897 年）であり，歴代大統領では，唯一の「連続ではない 2 期」を務めた大統領である。また，

歴代アメリカ大統領の中で唯一，ホワイトハウスで結婚式を行った大統領としても有名である。 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StephenGroverCleveland.png （参照日 2016-08-31） 

図-24.3 グローバー・クリーブランド

（1837～1908） 
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のようなことを予想する人さえいなかった。実際に，その 5 月の朝に，クリーブランドの参列に

ついて騒ぎがあったとすれば，それは主として，彼がどのように見えるかを人々が知りたかった

からであった。他に注目すべき唯一の人物を探すとすれば，エイブラム・ヒューイットであった

が，彼は必ずしも決して大衆を喜ばす人物ではなかった。 

 

しかし，大柄なアーサーはニューヨーカーと思われており，誰もがそう思っているとすれば，

大統領らしく見えた。彼が，12 時 40 分に五番街ホテルの正面玄関から日の当たる場所に足を踏

み出したとき，群集からは，圧倒的な反応があった。彼の隣には，白髪交じりで，金縁眼鏡をか

けた学者風のエドソン市長5が，直立していた。数歩後ろには，グローバー・クリーブランドとヘ

ンリー・スローカムが，全員が微笑みながら腕組していた。 

 

アーサーは，黒いフロックコート，白いネクタイで，大喝釆に応えて外していた平らなつばの

黒いビーバー・ハットを被っていた。取材をしていた数十人の記者の一人は「群衆の中の女性達

は，男性の頭の上まで手を上げて，ハンカチを振っていた。また，大統領が屋根のない馬車に乗

り込んだ際，両側の人が群がっている窓からは，同じような女性らしい仕草で，大統領の眼差し

に，大歓迎で応えた」と書いている。クリーブランドは，数分間，目立たなくなっていたが，馬

車で立ち上がり帽子を持ち上げると，彼が誰であるか分かった人々は心から反応した。 

 

行進は，「粋な」第 7 連隊とその楽団，そして 1 人の騎馬警官の護衛が先導して出発した。25

台の馬車は，5 番街を 14 番通りまで下り，14 番通りを東にユニオンスクエアまで進み，そこで再

び南に向かい，ブロードウェイを下って市庁舎へ進んで行った。 大級の見物人の誰もが，歩道

に並んでニューヨークを眺めたことを記憶し，チェスター・A・アーサー大統領が誰からも愛さ

れているように見えたはずである。彼がジェファーソンやジャクソンとは，ちょっと違っていて

も，誰も全く気にする風ではなかった。 

 

行進が市庁舎公園へ方向を変えたのは 1 時 30 分であり，その公園での人混みは，ほぼ制御不能

の状況であった。10 分ほどして，アーサーとクリーブランドは，馬車から降りて歩きだし，形ば

かりの閲兵を行った。続いて全員が第 7 連隊の後に整列し，懸命に演奏する楽団と一緒に，橋梁

に向かって徒歩で出発した。 

 

ブルックリンへの歴史的な行進の儀式は，高架遊歩道上で行われたが，遊歩道の両側の道路は

既にチケット所持者に開放されており，何千という人々が並んでいた。楽団と兵士達が，指定さ

れた道足で 初に行進した。銃剣は日差しで輝いており，何だかよくわからないが，その音楽は

ダークスーツを着た民間人に対して，はっきりとした影響を与えた。ある見物人は「それは，晴

れ晴れとして，調子良く響く雰囲気であり，足に生命を吹き込むようであった」と書いている。 

 

ニューヨーク側主塔の上では，たった一人のカメラマンが，黒い光除けの下で忙しく働いてい

                                                        
5  フランクリン・エドソン（1832～1904 年）は，ウィリアム・グレイス市長の後任の第 85 代ニューヨーク市長

（在任 1883～1884 年）である。 
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た。 

 

アーサーは「弾むような足取りで遊歩道を進んでゆき」，そして「目の前に展開する構造物を明

らかに賞賛するように見ていた」と言われている（その翌日，ブロードウェイの靴屋は，アーサ

ー大統領が開通式で試した「歩きやすい歩行靴」， 終的には特許を取得した靴を，新聞紙上で発

表した）。クリーブランドは「よろめくような足取り」で，ロンドンの市会議員のようであったと

描写された。 

 

ニューヨーク側主塔の直前で第 7 連隊は停止して，遊歩道の右側に 2 列に整列し，大統領が傍

を通るときに捧げ銃をした。ウィリアム・キングズレーは，主塔アーチ部のすぐ近くで，理事の

代表団と共に待機しており，帽子を取って，大統領と握手をするために前に進み出た。続いて，

活気に満ちた挨拶や紹介のやりとりがあり，その間，楽団は「大統領万歳（Hail to the Chief）」の

曲を 4 回演奏した。 

 

彼ら全員が主径間に進みだした時，フォート・ハミルトンと海軍工廠で礼砲が轟いた。反対側

の主塔の下で待っているロー市長とブルックリン祝賀委員会にとって，行進が近づいてくるのが

認識できるのは，先頭の楽団員達の頭だけであった。それは，橋梁がゆるやかに上側に湾曲して

いたからであった。しかし，彼らが進んで来るにつれて，見えている部分が，頭から，肩や金管

楽器へと増えていった。近づいてくる姿が，距離が短くなるにつれて更に大きくなるだけでなく，

いっそう多くの人々の姿が，着実に視界に入ってくるようになった。彼等は，近づいてくる船が

水平線から出てくるように，遊歩道の敷板から出て来るように見えた。すぐに，彼らの下肢と足

元が見えるようになり，行進は，主径間の下り側にさしかかった。一方，彼らの後方で，ニュー

ヨーク主塔上の単独のカメラマンは，180 度方向を変えて，光除けの下で仕事に戻った。楽団は，

目いっぱいの演奏を続け，両側の車道上の群衆は，アーサー大統領が「アポロ風に」すぐ傍の頭

上を歩くのにあわせて，喝采して手を振っていた。「大統領は，神の作品と人間の作品との巧みな

組合せを評価するように，地平線をぐるりと見渡した。彼は，すがすがしい微風で大きく呼吸し

た・・・」 

 

ブルックリ側主塔の少し手前で，兵士達は，その他の人々を通すために，再び分かれて整列し

た（図-24.46）。セス・ロー市長は，ブルックリン市を代表して挨拶し，海兵隊員が挙手の礼をす

ると，すぐ近くで信号旗が振り下ろされ，すぐにテネシー号から礼砲が轟いた。間もなく，全艦

隊が礼砲を開始した。あらゆるタグボート・蒸気船・フェリー・川岸のあらゆる工場の汽笛が，

甲高い音をたてた。さらに多くの大砲が轟いた。鐘が鳴り響き，人々が四方八方で，熱狂的に歓

声をあげていた。楽団は，おそらく 6～7 回「大統領万歳」の曲を演奏し，ニューヨークのサン新

聞が報じたように「アメリカ合衆国の大統領が，ニューヨークからブルックリンまで，靴を濡ら

さないで歩いたので，14 年間の緊張感がクライマックスに達したように見えた」 

 

                                                        
6 Harper’s Weekly, June 2, 1883. 
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巨大な鉄骨製駅舎のアーチ型の屋根

の下には，およそ 6 千人が待っていた。

頭上に掲げられた巨大なアメリカ国旗

だけが唯一の飾りであったが，長く並ん

だ窓を通して日光が差し込み，投光照明

のように大衆の上を照らしていた。大統

領と知事の席は，建物の西側に沿って高

くなった演壇に設けられ，一方，その正

反対側に，理事，市役所職員，牧師，そ

の日の講演者のための席が設けられて

いた。他の人々は皆，これらの場所の間

に設けられた仮設の木製床上に詰め込

まれた。 

 

アーサー大統領を見て「駅舎の中の大

群衆は，立ち上がり，熱狂的な歓迎」を

行った。ハンカチーフや日傘や帽子が，

頭上高く打ち振られた。歓声が，楽団の

演奏の音さえ，かき消した。 

 

ほどなくして，ジェームズ・S・T・ス

トラナハンは，大衆を鎮めるために，自

らの杖でトントンと軽くたたき，ロング

アイランド島の A・N・リトルジョン司

祭が，祈りを捧げるために立ち上がった。 

 

 

 

午後の間ずっと，演説が延々と続いたので，何千人もの男性や女性，子供達は，橋梁を渡って

行ったり来たりし，時々立ち止まって，近隣の屋上にいる知り合いと挨拶をかわしたり，橋梁の

下で流れ出る潮流を相手にゆっくりと浮かんでいる遊覧蒸気船の煙突を見下ろしたりしていた。

人々は，そのような高さから眺めると，フェリーが水生昆虫のように見えると言っていた。彼等

は，フェリーの群衆に手を振り，フェリー上の群衆も手を振り返していた。誰もが，休日のよう

であった。彼等は腕を組み合った。何人かは歌った。川沿いの全て屋上は「夏の庭」に切り替わ

っており，その日を祝うように，そこでは数千人もの人々がビールを飲み，歌い，素晴らしい日

差しを楽しむことで，その日の午後を過ごしていた。 

 

 

 

図-24.4 開通式のパレード 
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それは，一体何であったのか？ 皆は，何を祝っていたのか？ その日の講演者は，たくさんの

考えを持っていた。その橋梁は「科学の不思議」であり，「自然の様相を変化させる人類の仰天す

るほどの能力の発揮」であった。それは「事業，技術，信頼，忍耐力」に対する記念碑であった。

同様に，それは「公共心」や「人間の魂の道徳的資質」の記念碑であり，巨大で永遠なる「平和」

の象徴でもあった。とても頻繁に使われた言葉は，「科学」，「通商」，「勇気」であり，いくつかの

表明された理念は，7 月 4 日の合衆国独立記念日の演説で聞き覚えのあるものであった。更に，

演説には，あらゆることが考慮されており，全体的にはとても適切で，人々がその日と橋梁につ

いて感じていた大半のことを表していた。実際，唯一の問題は，ほとんどの観衆には話された言

葉が聞き取れなかったということであり，大きな開放型の駅で，そのような式典を開催したこと

が， 大の原因であった。外部からの騒音を遮断する方法がなく，たとえ 高の状況にあったと

しても，音響効果は，惨めな状況であったようである。講演者の立っている場所から 50 フィート

（15m）以上離れて座っている人々にとって，ほぼ全員が，むしろ講演者が演説をする仕草を見

ているようなものであった。 

 

初の演説者のキングズレーは，とてもゆっくりと立ち上がり，誰かが言ったように，彼の長

くて堅い容姿は，望遠鏡のように伸びたように見えた。彼は，ずっと大真面目に見え，顔を下に

向けて原稿を読み続けていた。しかし，聴衆は，彼の右側の天井に固定されているものに注目し

ていた。そこには，旗竿の一端が緩みかけて，あちこち揺れていた。そして，そのピカピカの真

鍮の竿が下側に真直ぐ狙いを定めているようであった。その直下にいた人々は，ぎゅうぎゅうに

詰め込まれており，誰もその場所を空けることはできず，手を伸ばして竿を取ることもできなか

った。そのため，講演者が順々に声の聞こえない身振りだけの演説を行っている時にも，とても

穏やかに静かに揺れ続けていた。 

 

キングズレーに続いて，ロー市長の番になり，彼が演壇のほうに歩いて行くときに，近くに座

っていた身なりのきちんとした一人の女性には「どうして，彼がただの若者にすぎないのか！」

と叫ぶ声が聞こえた。イーグル紙は，後で「彼は，その日の卒業生総代らしく，素晴らしい声を

誉められ，明らかに一部の人々は，彼の声を実際に聞くことができた」と報道している。真偽の

程は分からないが，アーサー大統領は団扇で隠して欠伸をして，フリーリングハイゼン国務長官

に何かをささやき，二人で笑っているのを見られている。さらに，フォルジャー財務長官は，途

中でずっと居眠りをしていたようである。 

 

ロー市長の演説は，それほど長いものではなく，子山羊の皮の手袋をしたエジソン市長の演説

は，更に短かった。それが，彼が着席した時の非常に大きな喝采の理由かもしれない。その時点

で，ストラナハンは，その日の主賓の講演者であるヒューイットを紹介しようとした。プログラ

ムでは，コルネット奏者のジュールズ・レビー（図-24.57）が次に登壇することを，明らかに失

念していたようであった。しかし，それにもかかわらず，レビーは微笑みながら前に歩き出し，

タイムズ紙によると，大観衆に向かって上機嫌で，アメリカの国歌「星条旗（The Star-Spangled 

Banner）」を演奏して聴かせた。フォルジャー長官が目覚めるのが分かり，レビーがアンコールで

                                                        
7  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jules_Levy_by_Jose_Maria_Mora,_1880s.jpg （参照 2016-09-23） 
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演奏した合衆国の初代の国歌「コロンビア万歳（Hail 

Columbia）」の 後の旋律と同時に，観衆は大喝采をあげた。

さらに大喝釆があったが，レビーが更にもう一度演奏を始め

るようとした時，ストラナハンは，彼の腕をつかんで演壇か

ら降りるように促した。観衆はこれに大いに落胆し，レビー

は激怒しているように見えた。ストラナハンがヒューイット

を紹介し始めたとき，レビーは，ステージ外から，アメリカ

での愛唱歌「ヤンキードゥードゥル」の演奏を開始した。笑

い声がどよめき，チェスター・A・アーサー大統領は，他の

何よりも，プログラムのこの部分を楽しんでいたように見え

た。レビーが 後の旋律を演奏し，一方で，音楽心が解らな

いストラナハンは，ある人の説明に従って，まさに立ったま

まで不機嫌に待っていた。 

 

ストラナハンがヒューイットを紹介し終わった頃に，一筋の日差しが大統領の頭と首を照らし

だした。そこですぐ軍将校が，どこからか女性用日傘を持って現れ，その式典が完了するまで，

恰幅が良いアーサー大統領に差しかけていた。その当時，民主党の機関紙であったワールド紙は

「大統領が日傘の下では，アジアの君主のように見えた」と報じた。 

 

また，同紙は「エイブラム・ヒューイットが話し始めたとき，その顔色は青ざめ，むしろ“虚

弱な”ように見えた。そして，演説が終わったとき，観衆は疲れて果て，全く落ちつきがなくな

っていた」と報じている。しかし，その次の 終的な講演者である牧師のストーズ博士は，ヒュ

ーイットが演説した場所に，流れるようなグレーの髪のハンサムな力強い容姿で，立っていた。

彼は，そのような途方もない大観衆の前で，あきらかにくつろいだと感じを与え，腰から上を曲

げながら，まるで自分の額で各々の声明をぐさりと打ち込むように，あらゆるセンテンスを強調

した。ストーズは，1 時間近く演説した。 

 

演説，祈り，コルネット独奏の全部でほぼ 3 時間に及んだ。そして，演説された内容の全文を

掲載した架橋公社の金の浮彫りのある記念小冊子は，122 ページに及んでいる。チェスター・ア

ーサーもグローバー・クリーブランドも，演壇から一言も発することはなかった。彼らは演説す

るよう依頼もされておらず，誰も彼らに期待していなかった。彼らは，敬意を表された客として

のみ，そこに参列しており，見たり聞いたりして，自ら楽しんでいた。また，女王の誕生日につ

いて公式に発言する人は，誰もいなかった。 

 

ヒューイットの演説は，思い返せば，その日で も素晴らしい演説として，広く認識されるよ

うになり，おそらく彼がこれまでに行った 高の演説であったはずである。彼自身もその演説を

とても気に入っており，3 年後に，ヘンリー・ジョージやセオドア・ルーズベルトに対抗する市

長選の選挙運動用にパンフレットとして出版したほどであった。しかし，その日の午後の講演者

の誰もが，橋梁の開通は国家的な出来事であり，それが人類の奮闘に対する大勝利であり，それ

図-24.5 ジュールズ・レビー 
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が何かしらの転換点となったことを，述べていた。それは，何か新しいことの始まりであり，講

演者の誰もが今後どのように進んで行くかは確信できないものの，それが過去や現在の改善にな

るということを，確信していた。 

 

ヘンリー・マーフィー，アシスタント技術者達， も控え目な作業員達，全てが，いずれの講

演者からも称賛された。また，キングズレーとセス・ロー，ヒューイットは，各自の言い方で，

ローブリング親子の才能を絶賛した。ヒューイットは，ジョン・A・ローブリングをレオナルド・

ダビンチと比較したが，ローブリング大佐が，父親よりも更に偉大な技術者であると発言した。

それから，彼は，１週間前まで名前をはっきり知らなかったエミリー・ウォーレン・ローブリン

グについて「人間性の面で称賛されるだけでなく，構造面での技術も素晴らしいという面を兼ね

備えた女性として，その名前は永遠に記憶されるべきである」と心から断言した、 

 

また，ヒューイットは，全ての橋梁事業で実施された方法について，ツィードに盗まれたよう

な金は無かったこと，増加した全体の資金は，「公正に使用された」ことを保証できると発言し，

彼の演説のこの部分については， 前列や演壇の人々からで も暖かい反応を引き出した。そし

て，ヒューイットは，ピラミッド以降の進歩に関するローブリングの懐疑的な意見を無視するか，

おそらく誤解して，平均的な橋梁労働者の 2.50 ドル／日の賃金を，古代エジプトの賃金規模と比

較して，エジプトの賃金が 1883 年の金額に換算して 2 セント／日であると計算していた。ヒュー

イットの見解では，それが本当の進歩であった。橋梁は，19 世紀における近代産業主義や，労働

と資本，民主主義，新しい手法・道具・力学法則の立証であり，壮大で記念すべき成果であった。

エイブラハム・ヒューイットを決して賞賛しないタイムズ紙でさえ，彼の演説のこの部分につい

ては，気に入っていた。 

 

しかし，おそらく誰もがとても強く感じていた橋梁への思いを，その日の誰よりも適切に表現

した人物は，小ぎれいに髪を櫛で梳いた小さな卒業生総代といわれたセス・ロー市長であった。

彼は「美しくて堂々とした構造は、一番大切にしてきた希望を達成します。・・・来訪者について

の印象では，あらゆる訪問が増加していることが驚きのひとつです。あの橋の上に立った誰もが，

そのことを決して忘れることはないでしょう・・・。その橋を見ない人はおらず，人間であるこ

とを，更に誇りに感じない人もいないでしょう」と演説した。 

 

 

 

技師長は，ひとりで自宅の窓際に座り，携帯双眼鏡を橋梁に向けて，ブルックリン側主塔のア

ーチの下を 後尾のシルクハットの人物が通り終わるまで，行進を見守っていた。その後，休憩

するためベッドで手足を伸ばした。4 時近くになって，エミリーは演説の途中でサンズ通りの駅

舎を出て，自宅に戻ってきた。彼は，丈の長いダブルのフロックコートを着て，彼女の腕を借り

て一階に降りて，玄関口の客間に向かった。そこで，彼らはソファーに腰を掛けて， 初の客が

到着するのを待っていた。しかし，アーサー大統領が，帆布天蓋の付いた馬車から降り立ったの

は，ほぼ 5 時 30 分あった。その頃になると，街路の大衆は，警察が玄関に向かう狭い道を，やっ
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と確保できる程度になっていた。 

 

その家は，まるで結婚式のように飾り付けられていた。応接室の両方の暖炉前飾りは，赤や白

のバラ，フジ，白いライラックが積み上げられ，中央には，カラーリリーが鈴なりになっていた。

折りたたみ戸の両側には，バラの巨大な盾があった。全ての部屋には，金色のバスケットにたく

さんのバラとライラック，そして切花の花瓶が置かれていた。そして，階段の手すりは， 上階

までずっとサルトリイバラで飾りつけられていた。 

 

ある応接室の暖炉棚には，技師長と彼の父親の胸像が置かれていた。父親のローブリングの白

い大理石の頭の上に，エミリーは，永久花の花輪を載せ，夫の頭には，小さなアメリカ国旗と白

いサテンのリボンで飾られた月桂樹の花輪を被せた。そのリボンには，彼女が，赤と青色文字で

「技師長ワシントン・A・ローブリング，1883 年 5 月 24 日，ブルックリン橋，それを勝ち取った

彼を優勝者と認める」という文字を印刷していた。 

 

楽団が，その家の川に面した応接間の上のバルコニーで演奏を続け，バルコニーの下の扉を抜

けて川が見渡せる庭に出ると大きなテントが立てられ，食物と軽食が並んだ長いテーブルが置か

れていた。 

 

大統領とセス・ロー市長が一緒に客間に入った時，エミリーとワシントン・ローブリングは，

部屋の扉の内側にドアの傍に並んで立っていた。同席者のひとりは「技師長の顔色は，青白かっ

たが，興奮している様子はなかった」と語っている。エミリーは，ベルトにスミレを編み込んだ

クレープ加工の濃紺のシルクのドレスを着ていた。彼女は，美しくて快活であったと，新聞には

報じられている。 

 

大統領とローブリングが握手したとき，大統領は技師長に興奮気味に祝詞を述べたと言われた。

その後，ものすごく多くの人々が，扉の中に押しかけた。全部で 1 千人を越える招待客であり，

その中には，グローバー・クリーブランド州知事，ニューヨークとブルックリンの両市長，その

日の全ての講演者（結局，エイブラム・ヒューイットは姿を現した），ウィリアム・C・キングズ

レー夫妻，ヘンリー・スローカム将軍夫妻，ストラナハン夫妻，他の全員の理事夫妻，アシスタ

ント技術者，フェルディナンド夫妻とチャールズ・ローブリング夫妻，エルバイラ・スチュワー

ト，メスフェッセル教授夫妻，隣人のモーゼ・ビーチ，シメオン・チッテンデン，ヘンリーピア

ポント，A・S・バーンズ，エッジ・ムア製鉄会社のウィリアム・セラーズ，ルートヴィヒ・ゼム

ラー，グレイス前ニューヨーク市長，マッキュー判事，ハミルトン・フィッシュ，ウィリアム・

エバーツ，フラワー連邦議会議員，ヘンリー・ワード・ビーチャー牧師夫妻がいた。 

 

ローブリングは，10 分間程度を立ち続けただけで，その後ソファーに戻り，あまり話すことな

く座っており，傍にはエミリーが付き添っていた。一方，大統領は，全ての人々が素晴らしい時

間を持っているような状況を演出していた。彼は，バンド音楽に合わせて足で拍子をとり，花を

ほめて，庭に出て多くの人々と握手をして，全部で 1 時間ほど滞在していた。大統領が退席した
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後，ローブリングは一言断って席を外すことになり，彼が階段の上にゆっくり戻るときに，大き

な拍手が起こった。祝賀会は，その後 1 時間以上続いたが，ローブリングにとって，技師長とし

ての 初で 後の儀式的職務は，終了した。 

 

 

 

川の両側では，誰もが暗くなるのを待っていた。その状況を言葉で表現することを仕事とする

人々は，それを正しく伝えるために，どんな苦労も惜しまなかった。橋梁上から離れていた一人

の記者は，川の上の無数の小型船と船舶が，眠っている都市のように見えたと書いている。また，

橋梁上にいた別の記者は，次のように書いている。 

 

太陽が沈むとき，橋梁からの風景は美しかった。申し分のない一日であった。ニュ

ーヨークの両側のあちらこちらに，青く輝く水が 漣
さざなみ

をたてて穏やかに横たわり，そ

の一方，その水は南に向かい大きな湾に合流し，海に向かって見えなくなっていた。

広大な都市は，両側の彼方まで広がっていた。その向こうには，丘陵地帯が空の霧の

中に消えるまでずっと横たわっていた。港のあちらこちらの全てのもの，船・埠頭・

建物が，依然として派手に飾り付けられていた。ブルックリンとニューヨーク，両方

の建物の屋上には，多くの人々がいた・・・。 

 

ニューヨークの巨大な建物が，空の輝くような背景を背にして，インクのように黒

く浮かび上がっていた。ニューヨーク側の橋脚は，夜のように，くすんで暗く見えた。

しかし，ブルックリンでは，沈みゆく太陽の強い光が，あらゆるものを金色に染めて

いた。巨大な建物は，磨いた真鍮のように見えた・・・。西側にある太陽が，青空に

扇のように急速に伸びた一続きの黄金の巨大な光の筋の中で，橋梁に対して， 後の

賛辞を送っていた。徐々に黄金色が消えて行き，雲の無い大空が残った。大空は，西

の方では明るい青色であったが，ブルックリンの背後が深海の青色に染まる頃までに，

その明るい青色は濃くなるように，だんだん暗くなっていった。 

 

ゆっくりと，両都市の端の方がぼんやりとなり始めた・・・。ブルックリン側主塔

の黄金の色調は，消えて行った。それらは，ゆっくりと，都市自体の中に沈んで行く

ように見えた。ニューヨーク側では，巨大な建物の外形が，揺らめき不明瞭になって

きた。 

 

その後，橋梁上の連続した電灯が順々に，ブルックリンからニューヨークまでを鎖

が結ぶように目に入ってきた。電灯のきらめく点々が，ニューヨークの上流側の一部

に，現れた。マディソンスクエアとユニオンスクエアの 2 箇所の巨大な燃焼装置が燃

え上がり，空の浮彫りを背にして，ニューヨークの郵便局の円蓋をダイヤモンドの飾

り輪のように映し出した。2 つの都市の街路は，無限の劇場のシャンデリアの噴流の

ように勢いよく輝いた。そして，数百もの家々の窓が，一度に目立つように現れた。
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港の船舶の索具の上では，カンテラの長い列が溢れており，港の出入口や船舶右舷の

数えきれないほどの赤や緑色の明りが見えた。蒸気船は，川面に白い泡の長い波紋を

残してあちこちに走り回り，その泡は，銀色のような灯りのなかで輝いていた。 

 

ブルックリンでは，全ての公共の建物が，ガス灯の光で輝いていた。ミュージック・アカデミ

ーの建物の前では，橋梁をガス噴射で描くような演出が行われていた。提灯で飾られた家々は，

クリスマス・ツリーのように見えた。モンタギュー通りはカンテラの列で飾られ，一街区向こう

のピアポン通りにある歴史学会の窓は，何百本ものロウソクで照らされていた。コロンビア・ハ

イツは，ガス灯・提灯・ロウソクで，昼間とほとんど同じくらい明るかった。シメオン・チッテ

ンデンは，自宅の前にガス噴射で「ようこそ，ブルックリンの客人の皆様」と描いた大きな看板

を出していた。だが，大統領が晩の遅くに通過したときには，その看板の文字の半分は，突風で

吹き消されていた。 

 

ハイツのあらゆる通りは，祭りのように見えた。実際に，その日の両市の群衆は，以前のどの

ような時よりも，はるかに多かった。川の近くで動いている交通は，どこにもなかった。ニュー

ヨークのアップタウンとブルックリンの内陸地域は，ほとんど無人となっていた。日中に川の傍

で 100 人程の見物人がいた場所は，その時点で 1 千人ほどになっていたり，少なくともそのよう

に見えたりした。タイムズ紙は，市庁舎の近隣には，ほぼ 15 万人の人々がいると推定していた。 

 

突然，単独の打上花火がコロンビア・ハイツの上空に上がり，青い星のように炸裂して飛散し

た。それは市長の家から打ち上げられたもので，そこでは大統領のための晩餐会が開かれていた。 

 

ほぼ同時に，橋梁上の照明が消えた。しばらくの間，何も見ることはできなかった。その後，

遠方で長く続くシューシューという音がして，突然の轟音とともに，50 発の打上花火が橋梁の中

央径間の上空で一度に炸裂し，一方で少なくとも 20 発の花火が，主塔上からもっと高いところで

炸裂した。そして，金色や銀色の巨大なシャワーが降り注いだ。「高い所から見ると，吊橋上に噴

火するクレーターがあり，都市の中で，火山活動が起きているように見えた」 

 

架橋公社の執行委員会は，5 月 14 日の 終会議で， 終的な公的活動として，「その場所とそ

の儀式にふさわしい」花火の打ち上げを行うため，花火製造業者のデットウィラー＆ストリート

というニューヨークの会社と契約を結んだ。全部で 14 トン，1 万発以上の花火が橋梁から打ち上

げられた。 

 

それは，まる一時間続いた。わずかの休止もなかった。1 発の流星のような花火に，他の花火

が続いた。打上花火は，一度に数百発が発射され，ニュージャージーのモントクレアと同じくら

い（20km くらい離れた）遠い所からでも見ることができた。花火は，主塔の上空で絶え間なく炸

裂し，橋梁を赤色に染めた。奇妙な光のなかで，橋梁上の消防士達が強いシルエットで映し出さ

れ，彼らのホースからの水流は，溶解した銀のように見えた。一方，数えきれないほどのガス風

船が，空高く揚げられていた。風船は外周が 50 フィート（15m）で，花火が積み込まれており，
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空に上がって行くにつれて，順々に色のついた火の球を，川の上空にまき散らした。 

 

打上花火の炸裂のたびに，巨大などよめきが岸辺から上がった。何十万人もの人々が眺めてお

り，おそらくそれまでにニューヨークに集まった 大の群衆であり，誰も一生の中で，このよう

な情況は見たことがなかった。 

 

水面のほとんど全ての小舟は、何らかの音を出したり，誇示したりしていた。打上花火や仕掛

花火は，川の中央と下流側の湾から，打ち上げられていた。灯りで輝いている 1 台の大型蒸気遊

覧船の上では，蒸気オルガンで「アメリカ」が甲高い音で演奏されていた。他の船上では，楽団

が演奏を行っていた。 

 

その間に，打ち上げ花火はニューヨーク市全体と，ブルックリンにも拡がっていった。その時，

橋梁の中央から，迫撃砲から発射された亜鉛砲弾のように激しい雷鳴のような爆発音が聞こえ，

500 フィート(150m)上空で炸裂し，稲妻が継続しているかのように，両市をはっきりと照らし出し

ていた。（図-24.68） 

                                                        
8 http://todayinhistory.tumblr.com/post/119756815345/may-24th-1883-brooklyn-bridge-opens-on-this-day 
 （参照日 2016-08-30）  

図-24.6 開通式当日の花火 
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そして 後，9 時には，橋梁上の花火大会は，1 回の信じられないような連発，一度に 500 発の

打ち上げ花火を発射する連発で終了した。これには，河川上の船舶のあらゆる汽笛と警笛が加わ

った。打ち上げ花火が炸裂して，「何百万もの星と黄金の雨のシャワーとなり，橋梁と川の上に，

降り注いだ」。鐘が鳴らされ，ドラが叩かれ，男性も女性もしわがれ声で叫び，音楽家は顔を真っ

赤にして吹奏していた。その後，それが終わり，ほとんど静けさが戻り，河川上の船舶が錨を上

げ始めた時，デットウィラー＆ストリート社の花火師でさえ準備できなかった 後のひとつの忘

れがたい仕上げがあった。トリビューン新聞の社屋の屋上から見ていた編集者は「 後に落下し

てくる閃光が，消え入ることは全くなかった。その時には，月が主塔のはるか遠くにゆっくり昇

り，川を越えて，祝福のような幅広い光の束を送ってきた」と書いている。 

 

大統領のための壮大な歓迎会は，ミュージック・アカデミーで開かれ，花火大会の直後に始ま

り，大成功とみなされた。大統領，グローバー・クリーブランド州知事，ウィリアム・キングズ

レー，スローカム将軍の他に 20～30 人が，鉢植えの椰子の小さな森に囲まれた舞台に立ち，ブル

ックリンの人々は，傍を通って敬意を表すことを許された。その行列は，10 時まで続いた。アー

サーは，依然として上機嫌で，誰もが彼に望むようにお辞儀をして微笑み，自分の役割をきちん

と演じていた。そして，彼の内閣のあるメンバーは「私は，なぜかブックリンには 1 軒ホテルと

1～2 箇所の造船所があるが，静かな町であると思っていた」というアーサー大統領の発言を聞い

ていた。 

 

 

 

橋梁が午前零時の鐘で一般開放され，誰もが 1 セントを支払えば渡ることができるということ

は，前もって発表されていた。ものすごい群衆が，両端に集まってきた。 

 

11 時 22 分にブロンドの口髭の若い男性が，ブルックリン側料金所ブースの窓を上げ，料金箱

に自分の金を 初に入れた人となった。その人物は，記者の判断によると，善良なブルックリン

の名士である H・R・バン・カウレンであった。橋を 初に渡った夫人は，バルチック通の C・G・

ペック夫人であった。ブルックリン側からの 初の車両は，やせこけた白馬に曳かれた古風な屋

根付き荷馬車で，馬の大きな白い蹄が，橋梁床面で小銃射撃の発射音のような音を出しながら渡

って行った。その御者は，コニーアイランドからやって来たチャールズ・オーバートンという人

物で，その入り口で 2 時間待っていた。また，彼はニューヨーク側からの 初の渡行も，何とか

達成した。それは，ニューヨーク側の入り口が，ブルックリン側の入り口よりも 10～15 分遅く開

いたからであった。 

 

特徴的ともいえる激しい乱闘は，ニューヨーク側の入り口で発生した。おそらく 初に通過し

た男性が市庁舎の管理人であったことは，全く適切であった。一旦，彼が入り口を通過すると，

後側からこれまでより更に激しく人々が殺到した。警察隊が，警棒を振り回し始め，数人の人々

がかなり乱暴に取り扱われて，やがて全ての群衆，おそらく 3000 人程が，長い整然とした列に引
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き延ばされた。 

 

一晩中，橋梁に人々が押しかけて渡り，夜が明けても，依然としてやって来る人々は続いてい

た。タイムズ紙が保管していた記録によると， 初に渡った乞食はブルックリンからやって来た。

同じく， 初の酔っ払い， 初の警察官，空であった 初の霊柩車， 初の「洒落者」， 初の黒

人，そして 初の音楽家もブルックリンからであった。その音楽家は，バグパイプの演奏家で「よ

うこそ（The Campbells Are Coming，スコットランド組曲）」を演奏しながら行進したようである。 

 

技師長とその妻が，どれくらい遅くまで自宅の窓から眺めていたのか，その夜の間，誰が彼ら

と一緒にいたのか，彼らがお互いにどんなことを話したのか，仕掛花火や打上花火が橋梁上で炸

裂したときに黙ってしまったのは，どんな気持であったのかについては，推測するしかない。 

 

 

 

全く別の機会に，全く別世界のように思われていた機会に，2 人の若い男性が月の上を歩いた

あの日9，ロングアイランドに住む大変年配の女性は「人類の偉業に対する大衆の興奮状況で，ブ

ルックリン橋が開通した日に私が見た状況に，比較できるようなものは全くない」と記者に語っ

ている。 

 

 

                                                        
9  1969 年 7 月 20 日，アポロ 11 号の船長ニール・アームストロングとエドウィン・オルドリンが，人類初の月

面歩行を達成した。 


