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エピローグ 

 

完成後 50 年間，ブルックリン橋は，技術面で 大でないとすれば，この世で も素晴らしい吊

橋として君臨してきた。この橋梁は有名な幹線道路（図-25.11）として，当初の頃には「世界の

第八番目の不思議」と呼ばれ，誰もが期待した以上にさらに大評判となっていた。橋梁が全面的

に供用した 1883 年 5 月 25 日，全部で 150,300 人の人々が徒歩で渡り，1,800 台の車両が正確な人

数は不明だが多くの人々を載せて渡って行った。次の日，土曜日の交通量は，それを下回った。

しかし，5 月 27 日の日曜日，絶好の春日和には 163,500 人の人々が，偉大なる橋の上に「散策」

を楽しみに行った。1 人の古参のニューヨーク警察官は「これまでのあらゆる経験の中で，これ

ほどの群衆を見たことがない。私には，人々がまるで橋梁熱に罹ったように思える」と言った。 

 

それから，橋梁開通後，一週間目の 5 月 31 日の木曜日，残念なことに，ローブリングが警告し

ていたことが，まさに起きてしまった。その日は，両方の都市が休日となる戦没者追悼記念日で，

絶好の天気であった。午前中ずっと数千人が橋梁上にいた。しかし，C・C・マーティンは，群衆

が急激に増加し始めた午後 3 時 30 分頃まで，遊歩道の混雑を緩和させるために，両側の車道の歩

行者の往来を許していた。パニックが発生したほぼその時刻，すなわち午後 4 時頃，橋梁上には，

                                                        
1 R. Schwarz, artist ; Shugg Bros., Photoengravers ; Burrow-Giles Litho. Co., printer ; Museum of the City of New York. 

図-25.1 完成時のマンハッタンからの展望（手前がニューヨーク側） 
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おそらく 2 万人の人々が載っていた。パニックが収まった時，12 名の人々が圧死していた。（図

-25.22，図-25.33） 

 

事故は，ニューヨーク側の取付け道路部の端部で，遊歩道に至る限られた一連の階段の 上部

で始まった。階段を押し上げられた群衆が，反対側のニューヨーク側主塔からやって来た別の群

衆と鉢合わせした。階段は全部で 15 段あり，7 フィート幅（2.1m）の踊り場で二連に分割されて

いた。2 組の近づいてくる群集がその階段で鉢合わせたとき，誰もがどちらかの方向に動くこと

は実質的に不可能であり，両方向とも後から押し寄せる人々が，自分達の道を前側に進み続けた。 

 

しかし，数人の目撃者が後に発言した内容から整理された事故発生状況は，一人の女性が足を

踏み外して階段を落ちてきたのではなかったように思われる。別の女性が声を限りに泣き叫び，

何が起こったのかを見ようと，人々がすぐに殺到した。階段ですし詰めになっている人々は，殺

到した群衆を必死で制止しようとしたが，それは無理だった。一瞬にして，3～4 名の人がバラン

スを崩して倒れた。一方，遊歩道のずっと後ろの群衆は，先頭で何が起こっているか誰も認識あ

しないまま，前進を続けていた。そして，あっという間に，階段全体に男性・女性・子供達の死

体や瀕死の人々が詰め込まれてしまった。人々は悲鳴をあげ，叫び続けた。そして突然，自分達

が階段の間際にいることに気づき，何が起こっ

ているかを見た人々は，後の人々に戻るよう叫

ぶために振り返ったが，その時には自分達も足

を載せる段を失って，下側の踏みつけられた

人々の一番上に載ってしまった。 も恐ろしい

ほど押し潰された場所は，階段の天端から，す

ぐ後ろ側の遊歩道の上であった。非常に多くの

人々の服が，引き剥がされていた。所々で， 下

敷きになった人々は，血液が鼻や耳から滲み出

るほどきつく押し付けられていたと，報告され

ている。  

 

帽子・傘・手袋・靴・ばらの小銭が，橋梁の

列車軌道の間を落下して，その下側の建物の屋

根の上や街路に，雨あられのように降り注いだ。

その街路で遊んでいた少年達の中に，アル・ス

ミス4がいた。彼は「あれは，私が初めて見た巨

大な惨禍であった。・・・私は，その夜，眠れな

かった」と後に発言している。 

                                                        
2 Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, June 9, 1883 
3 Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, June 9, 1883 
4  アル・スミス（1873～1944 年）は，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

主党の大統領候補になった。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。 

図-25.3 死者や負傷者の救出 

図-25.2 1883 年 5 月 30 日の大惨事 
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後には，他のいろいろな説明も行われたようである。橋梁の中央辺りで誰かが，落ちて行くと

叫び始めたとも言われたようである。ニューヨークからの「乱暴者」の一団が，突き進んで人々

を押し始めたとも言われたようである。おそらく，両方の説明にも若干の真実はあるかもしれな

い。 

 

事故による民事訴訟は合計で 50 万ドルとなったが，過失は立証されなかった。検死官の評価で

は，階段の狭さと規制に従事していた警察官の少なさに関して，架橋公社を非難した。架橋公社

は，橋梁についての「根拠のない不安感」を煽った新聞を責めたが，すぐに遊歩道の警察官の数

を 2 倍にした。 

 

C・C・マーティンは，橋梁の管理者として残った。ローブリングが正式な退職願を提出したあ

と，マーティンは 1883 年 7 月 9 日に公式に技師長に指名され，1902 年までその仕事を続け，合

わせて彼の人生の 33 年間を，その橋梁に捧げることとなった。 

 

橋梁を供用・維持するためのマーティンの力量は，その当時の大きな船舶や，かなりの規模の

工場で必要とされる大きさに相当した。彼の部下は，アシスタント技術者 1 人，蒸気エンジンと

牽引装置を担当する主任機械技術者 1 人，アシスタント機械技術者 3 人，給油係 3 人，機関士 3

人であった。蒸気機関技術者 6 人，蒸気機関士 6 人，運行管理者 1 人，車掌 45 人，通行料管理者

1 人，徴収員 19 人，列車長 1 人，列車配車係 4 人，操車係 4 人，転轍手 5 人がいた。1 人の熟練

の機械工が機械作業場と蒸気機関を担当した。鍛冶屋 2 人，「仕事の緊急性に応じて変化する作業

隊」を率いる大工の現場監督 1 人，車輛修理と連結部検査官の現場監督 1 人，労務や一般的作業

の現場監督 1 人，警察の警部 1 人，巡査部長 1 人，巡視員 3 人と警官 86 人がいた。マーティンを

入れて，常勤の雇用者総数は，201 人にのぼった。 

 

橋面列車は 9 月に運行を始め，完璧に稼働していた。供用一年後，一日 3 万 7 千人が橋梁を利

用していた。すなわち，この利用者数は 14 隻のフェリーが橋梁の開通した年に運んでいた人数と

ほぼ同じであった。供用後 1 年間で，橋面列車は 9,234,690 人の乗客を運んだが，その後フルトン・

フェリーまでのブルックリン高架鉄道の完成で，その利用者は 2 倍以上となった。1885 年に橋面

列車は，ほぼ 2 千万人の乗客を運んだ。列車は 1 日 24 時間走行し，まさに橋梁が建設されて 5 年

後の 1888 年には，年間で 3 千万人以上の乗客を輸送していた。駅は拡大され，さらに多くの車両

が投入された。そのうえ人々が驚いたことに，フェリーはいまだに営業しており，その後長い間，

運行を続けることとなる。 後のブルックリン・フェリーは，ハミルトン通りとバッテリー間の

フェリーで，1942 年 6 月 30 日に運行を終了した。 

 

1884 年 5 月に，P・T・バーナム5は，「親愛なる市民の利益のために」という名目で，有名な「ジ

ャンボ」を含む 21 頭の象の一群をブルックリンに橋梁を渡って連れてきた。その直後に「私も

                                                        
5 フィニアス・テイラー・バーナム（Phineas Taylor Barnum，1810～1891 年）は，アメリカ合衆国の興行師で，そ

の愉快な「ホラ話」(hoax)と，サーカス（Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus）を設立したこととで知られ

ている。 
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高傑作の橋梁の頑丈さに，たいへんに満足している」と明言している。 

 

また，おそらく必然的に，ある種の人々は，勇ましさへの挑戦として，あるいは自殺の手段と

して，橋梁を見ていた。彼等が名誉や忘却のために，また考えもしなかったほど頻繁に，橋梁か

ら飛び降り始めるまで，十分な抑制対策はほとんど実施されていなかった。 

 

名誉のために 初に挑戦したのは，ロバート・E・オドラ

ムというワシントン D.C.からのやってきた屈強な水泳イン

ストラクターであった。1885 年 5 月 19 日，彼を止めるため

に待っている橋梁警察をそらすために，オドラムは，友人を

橋梁に向かわせて，飛び降りる仕草をさせた。続いて彼は，

中が見えないようにした馬車に乗ってやって来て，そこから

踏み出して，高欄の上に乗った。彼はトランクスを履き，明

るい赤色の水泳シャツを着て，自らの死に向かって跳び込ん

だ。その時，一方の腕は，自分の頭の上に真直ぐ伸ばし，も

う一方の手は，身体の横にしっかりと固定していた（図

-25.46）。 

 

スティーブ・ブローディ（図-25.57），その橋梁から飛び

降りて有名になった唯一の男性は，おそらく，そのようには

しなかったようである。彼は 20 代の初めで，人柄の良い失

業中のアイルランド人であった。彼は，オドラムの失敗が

大々的に報道された後，まもなく，今度は自分が飛び降りる

つもりであることを，吹聴し始めた。バワリー街8では，賭

けが行われたが，ただブローディがいつ飛び降りるかが不明

であった。その後，1886 年 7 月 23 日，彼がそれを実行して，

生き残ってその話をしていると，発表された。数人の友人達

は，自分達が目撃者であり，彼がまっすぐに川に飛び込むの

を見ており，彼は傍を通りかかった荷揚船に引き揚げられた

と，語った。しかし，彼の飛び降りを他の誰も見ておらず，

かなり多くの疑い深い人達の間では，替え玉を橋梁の上から

落とし，ブローディが岸から泳いで行き，それに合わせて通

過する荷揚船の傍の水面に顔を出しただけと，言われていた。 

 

ブローディは，でっち上げた妙技の容疑で，一時的に刑務所に入れられた。その後，彼は，バ

ワリー街で，観光客やスラム街に出入りする連中が立ち寄る居酒屋を開店した。酒場の中心には，

橋梁と，誰もが見られるように水に向かって飛び込んでいるブローディが描かれた大きな油絵が

                                                        
6  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odlum_jumps.jpg （参照日 2016-09-02） 
7  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steve_Brodie.jpg （参照日 2016-09-02） 
8  バワリー街は，マンハッタン南端部の地域で，酒場が多く，いざこざの絶えない地域として有名である。 

図-25.4 ロバート・E・オドラム 

図-25.5 スティーブ・ブローディ
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掛けられていた。さらに歴史的な証拠書類として，英雄を救出したと主張した荷揚船の船長の宣

誓供述書が，額に入れて飾られていた。 

 

しかし，スティーブ・ブローディのブルックリン橋からの

飛び降りは，1894 年に公開された「バワリー街にて(On the 

Bowery)」と呼ばれる劇9によって，大衆の記憶の中に永遠に

留まることになる。ブローディは主役であり，彼の見せ場は

橋梁からの跳躍で，この場面はあらゆる手の込んだ特殊効果

で演出され，この時だけは，悪者によって捨て去られた少女

を救う劇であった。劇は大ヒットで， 終的には地方公演も

行われた。橋梁の掃除夫が道徳的なバラッド10を歌い，ブロ

ーディが「俺のパールはバワリー育ち(My Pearl's a Bowery 

Girl!)」を歌った。またアンコールでは，ブローディが，初

期の作品のために書かれ，あらゆる公演で定評となっていた

「バワリー」という曲を歌った。 

 

ブローディは，金持ちとなり有名にもなったが，1901 年

に 36 歳くらいで，糖尿病で亡くなった。彼の有名なジャン

プの後，人々は彼に「どうして再びそれをしないのか。なぜ

信頼できる目撃者達と一緒の時だけなのか」を尋ね続けていた。彼の答えは「私は一度それを実

行しました」といつも同じであった。 

 

他の人々も試み続けた。ポリス・ガゼット紙の記者であるラリー・ドノバンは，橋梁からの飛

び降りに， 初に成功した人物であった。彼は，オドラムのような赤いシャツを着て，野球靴を

履いた恰好で，飛び降りを行った。1887 年，ジェームズ・マーチンという橋梁塗装の助手は橋梁

から落ちて助かり，翌年，バーンズという青年は，ガールフレンドを感動させようとして飛び降

り，彼も助かった。1892 年，フランシス・マッケリーが飛び降り亡くなったが，それを彼は望ん

でいたようであるので，初の自殺者とみなすべきであろう。 

 

その後，山高帽子を被って飛び降り，全く無傷で川面に浮上したとき，まだ帽子を被っていた

男性がいた。また，巨大な帆布の翼を身につけて飛び降りた別の男性もいた。彼は，無事に水面

に落ちるまでに，上流側に 1 千フィート（300m）滑空した。しかし，世紀が代わるとともに，飛

び降りの大流行は終わった。 

 

 

 

                                                        
9  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stevebrodie1.jpg （参照日 2016-09-03） 
10 バラッドとは，中世の終わりころにイギリスやアイルランドで流行し、19 世紀まで続いた物語詩であり，音楽

を付けて歌われることが多かった。 
 

図-25.6 劇『バワリー街にて』 
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橋梁は，それを見た大部分の人にとって，果てしなく魅了する対象物であり続けた。橋梁は，

1880 年代と 1890 年代を通じて，また新しい世紀に入っても，ニューヨークに到着した何百万も

の移民にとって，彼らが湾に入った時に 初に目に入るアメリカ大陸のひとつであった。それは，

彼ら全員が期待していたランドマークのひとつであり，文字通り山を動かしているような，巨大

で世界的に有名な信頼の象徴であった。そして，橋梁が移民によって設計され，移民の労働者に

よって大部分が建造されたという事実は，その魅力を高めるのに，もちろん大いに役立っていた。 

 

実際に，橋梁が人々にとって重要であることは，いつになっても変わらない。ニューヨークや

ブルックリンで成長した全ての世代にとって，橋梁は，とにかく大きくそびえ立ち，誰にも愛さ

れている当たり前のものの一部であった。橋梁のない川や，橋梁のないブルックリンは考えられ

ず，また年々，人々は，特に素晴らしい天候の日や，個人的なストレスや喜びを感じた時に，山

に昇ったり海辺を散歩したりするように，橋梁上を歩くようになった。 

 

幼児期に橋梁上を始めて歩いた時のことが，忘れられない思い出の一つとして残っている人々

は数えきれないはずである。その場所で 2 人が恋に落ちたと語る人々も，数えきれないはずであ

る。そのようなことが，頻繁にあったということは確かである。アル・スミスは「私に寄り添う

ダニー（Danny by My Side）」を歌うのが好きな一人であり，その曲の始めの台詞は「日曜日のブ

ルックリン橋は，恋人たちの小路として知られている」である。 

 

ブルックリンを舞台にして書かれた多くの小説のなかで も人気があった「ブルックリンに育

つ木（A Tree Grows in Brooklyn）」では，第一次世界大戦に出兵したペンシルバニア出身の若い兵

士が「ニューヨークに行けたならば，ブルックリン橋を歩いて渡りたいと思っていた」と話して

いる。それは，以前にもそれ以後にも，アメリカ人のあらゆる世代が感じていたことであった。

彼等は，あらゆる田舎からやってきて，橋梁完成後すぐに発表された新しいコダック・カメラで

その橋を撮影し，その橋から撮影したり，数百万台も販売された立体幻灯機用の写真を何枚か買

ったりしたようである。彼等は遊歩道を，自転車に乗って渡ったたり，月の明かりで新婚旅行で

の散策をしたり，誇らしげに新生児を連れて歩いたり，河川径間の中央から愛する人の遺灰を撒

いたりしたようである。 

 

そこは，夏の夕方の暑さ鎮めに行ったり，仕事の行き帰りにいくらかの運動をしたり，赤ちゃ

んを散歩させたり，カモメを眺めたり，都市生活での安堵を見出す場所であった。その遊歩道は，

大陸で， も気分を引き立てる散歩のひとつであり，その状況は，今後もずっと続いて行くはず

である。晴れた日に，ブルックリン橋の遊歩道の上で，2 基の主塔の中間ぐらいで，港や都市の

地平線を見渡しながら立っていることは，グランドキャニオンの縁に立ったような，アメリカで

2～3 箇所ほどの魂を大変奮起させる場所のひとつに立っていることであった。 

 

なぜ，この橋梁が他のあらゆるものより，人々に対してそのような影響力があるかを，突き止

めることは大変難しい。しかし，開通してから何年間も，アメリカのどのような人工構造物より

も多く，絵画，版画，エッチング，リトグラフや写真の対象であり続けた。橋梁の絵画やリトグ
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ラフは，有名な芸術家によるものだけで，おそらく 1 千作品ほどが存在するはずである11。橋梁は，

マクスウェル・アンダーソンの「目撃者(Winterset)」の映画の場面や，いろいろな広告の舞台とな

った（写真技術が出現した以降，アメリカでの女性ファッションのすべての年代順の展示では，

毎年のように橋梁上でポーズをとった写真で構成することができたようである）。郵便はがき，ク

リスマス・カード，本のカバー，ポスター，レコードジャケットで，繰り返し使われ続けている。

ニューヨーク・テレビ放送網や人気のイタリアのチューインガムの象徴であった。 

 

橋梁に関して，アル・スミスが好きだった詩以外のものもあるが，かなり多くの詩は，そのほ

とんど全てが，あまり印象的ではない。注目すべき例外のひとつが，ハート・クレイン12による「橋」

という詩である。彼は，1920 年代にそのテーマにできるだけ自分を重ね合せるため，コロンビア

ハイツ 110 番のローブリングの旧宅へ引っ越した。クレインの力強いが，全体的に首尾一貫して

いるとはいえない代表作のなかで，橋梁は，アメリカの歴史を通して，壮大な追求の結果におけ

る輝かしい確約の象徴と見られている。それは，“高くそびえる夢幻の航海（Tall Vision-of-the 

Voyage）13”で，余裕があり，“白金の歩調（silver-paced）”であり，全てを救い出すと称えている。 

 

橋梁が開通した時に書かれた も素晴らしい記事は，ハーパー・ウイークリー紙に掲載されて

いる。著者は，モンゴメリー・スカイラーという新聞記者であり，彼の記事「記念碑としての橋」

は，巨大事業への初めての批評的論評だけでなく，ルーイス・マンフォードが言うように，アメ

リカにおける真剣な構造学批判への集合ラッパの合図であった。スカイラーは，芸術作品として，

橋梁を重視することはなかった。やはり，あらゆる状況を考慮して，彼は，橋梁をその世紀にお

ける「 も大きく， も特徴的な」構造物のひとつであると批判している。彼は「たまたま，我々

の 高に長持ちする記念構造物となって，ずっと将来の世代に我々の若干の知識を伝えそうな作

品が，飾り気のない実用的な作品というだけで，聖地でもなく，砦でもなく，宮殿でもなく，橋

梁であったにすぎない」と書いている。 

 

主塔が両岸にある他のあらゆるものより長持ちすると，彼は信じ込んでおり，読者に対して，

将来一部の考古学者が「船がいない川と住民が絶滅した土地」となったニューヨークという廃墟

を調査しているような状況を想像するよう語りかけた。ケーブルと道路は，ずっと以前に崩壊し

ているであろう。ローブリング家は，ピラミッドの建設技術者と同様に忘れ去られているだろう。

巨大な橋の主塔だけが立って残っており，考古学者は「我々の文明を再構築する他のいかなる手

段」も持っていないであろう。「我々に対して，考古学者は何と判断するのであろうか？」 

                                                        
11  ジョセフ・ペヌル，ジョセフ・ステラ，ジョン・マリン，チャイルド・ハッサム，ジョージア・オキーフ，O・

ルイス・グリエルミ，ラウール・デュフィ，ルドウィッヒ・ベーメルマンス，ローネル・ファイニンガー，ア

ルベール・グレーズやマックス・ウェーバーは，題材として，橋梁を取り扱った芸術家達である。例えばマリ

ンとステラのような何人かは，しばしばそこに戻った。ステラの力強い抽象画である「橋（1918」）は，おそら

く，あらゆる絵の中で も有名であろう。 
12  ハロルド・ハート・クレイン（1899～1932 年）は，アメリカ合衆国の詩人であり，難解で極めて様式化され

た野心的なモダニズムの詩を著した。 も野心的な作品である「橋」で，現代の都会の文化を，楽観的に捉え

て表現した。32 歳で自殺した後，クレインは劇作家・詩人・文芸批評家などから賞賛され，この世代における

も影響力ある詩人と見なされている 
13  詩の日本語訳については，『ハート・クレイン詩集 書簡散文選集，東雄一郎訳，南雲堂，1994 年 6 月』を参

考とした。 
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20 世紀になった直後，ヘンリー・ジェームスは，橋梁とそこを往復している列車が浮かびあが

るシルエットに，何か暗く不吉なものが見えると書いている。彼にとってのニューヨークは「鋼

のような精神を持った機械部屋」になっており，その 終的な結果が「情け容赦ない増殖」であ

り，橋梁は「途方もない生命体」であり，新しい時代の幕開けを示していた。ジェームズにとっ

て，その前途はぞっとするものであった。 

 

しかしながら，1920 年代まで，批評家ルーイス・マンフォードにとって，橋梁は「喜びとひら

めき」の独特の源であった。 

 

石材は，鋼材に対抗する役割を演じている。すなわち，大量の花崗岩が圧縮に抵抗し，

繊細な鋼材が引張に抵抗する。このような構造物では，旧式で巨大で保守的な建築様式

は，未来の建築様式，軽くて空間的で太陽光を取り入れ，中実というよりむしろ中空の

建築様式に溶け込んでいる。 

 

彼は「その橋梁は，工業主義が見苦しさと同義語ではないことを，証明している。それはビク

トリア朝風のアメリカを，極めてうまく取り入れたものである。その時代がまさに誇りとする要

因－科学の進歩，鉄を取り扱う技術，危険を伴う工業的過程に直面した時の個人的な勇敢な行動，

試されていないことや不可能なことを試みたいというその意欲－それら全ての事が，ブルックリ

ン橋で頂点に達した」と述べている。 

 

その後，他の人々は，橋梁を解放の象徴，すなわち両岸における「途方もない混沌状態」から

の解放の象徴とみなすようになった。橋梁は，本当のところは幹線道路と呼ばれる一般道路の記

念碑的な具体化であり，アメリカという結晶に流れ込む永続的な不安定性であったと言われたよ

うである。つまり，地域の連携はそれほどではなく，地域はそのままで，空を横切る制約を受け

ない放射であると言われたようである。そして，もはや橋梁を土木工学の驚異と考えることがで

きない世代は，それを芸術的な作品と宣言した。その当時のある著名なアメリカ人建築家は「そ

の橋梁は，本当に重要なニューヨークの建築物の 2 作品のひとつであり，もうひとつがセントラ

ル・パークである」とさえ発言するようになってきた。 

 

もちろん，橋梁は，定期的にそれを利用している数百万人の人々にとって，全く当然のことと

して，一部の人々にとっては全く感傷的なものとして認識されている。橋梁は，単にブルックリ

ンへ出入りする際の多くの異なった手段のひとつとして，あるいは，ニューヨークの も素晴ら

しい思い出として，捉えることもできる。そのニューヨークは，もっぱら違法行為と安っぽい物

で何度も思い出される刺激的で自信に満ちた時代が生み出した，憂いのない意欲的な象徴であっ

た。橋梁を，途方もない規模の構造用鋼による近代ニューヨークの始まり，すなわち旧いブルッ

クリンの終焉とみなすことができた。これらが全てである。そして，おそらく，その不朽の魅力

は，まさに不安定さの逆の物理的な頑丈さと耐久性に，基づいているのかもれない。おそらく，

後にも先にも，アメリカインディアンによって建設されたものは，他に何もなかったので，我々
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が定着してきたと言われている。 

 

 

 

ブルックリンにとって，その橋梁はより実務的なレベルで，橋の支持者達が約束したあらゆる

ことを果たしてきた。成長を刺激し，財産価値を増加させ，安全で信頼できるフェリーの代替手

段を提供した。橋梁はブルックリンを有名にした。 

 

駅のラッシュアワーは，ブルックリンの旧フルトン・フェリーの乗船場でも，ニューヨークの

高架鉄道の住宅地区の乗降場でも，これまで絶対に目撃されたことなかったような状況であった。

確かに，ジョン・A・ローブリングが描いたような，人々の円滑で効率的な移動の状況は，ほと

んどなかった。しかし，橋梁は 1888 年の猛吹雪にも耐えた。その橋は，他の交通とともにトロリ

ー式市街電車も走行させた。その当時，その電車は車道部分を走行していた。また，ケーブルカ

ーを交換した際，普通の列車も橋梁上まで走行するようになった。それによって，年々増加する

乗客に対応していた。しかし，それでも十分ではなかった。 

 

1903 年に，ウィリアムズバーグ橋（図-25.714）が海軍ヤードの上流側に完成した。この橋は，

レファート・レファーツ・バックという古いブルックリン名をもつレンセラー工科大学出身者に

よる設計に基づいて建設された。それは，重々しくて，不格好に見え，40 フィート（12.2m）も

の高さの補剛トラスを有する全て鋼製の橋梁であり， 大支間長がブルックリン橋より 4.5 フィ

ート（1.4m）長く，その当時の世界 長の吊橋であった。アシスタント技術者のうちの 1 人は，C・

C・マーティンの息子のキングスレイ・マーティンであり，ケーブルはローブリング社製であった。

ウィルヘルム・ヒルデンブラントとチャールズ・ローブリングが，ケーブル架設を担当していた。 

 

                                                        
14 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Above_Williamsburg_Bridge_crop.jpg （参照日 2016-01-05） 

図-25.7 ウィリアムズバーグ橋（全長 2,227m，最大支間長 490m） 
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6 年後，ブルックリン橋を 1 日に 50 万人の人々が渡っていたとき，更に 2 橋が完成した。その

内の 1 橋，マンハッタン橋（図-25.815）は吊橋で，ブルックリン橋のちょうど上流側に，ほぼ並

行して架橋された。もう 1 橋は，キャンチレバー構造のクイーンズボロ橋（図-25.916）で，かつ

てジョン・A・ローブリングが考えたルート，ブラックウェルズ島17（現在のウェルフェア島）の

上に架橋された。 

 
                                                        
15  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manhattan_Bridge_2007.jpg  (参照日 2016-01-05) 
16  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Queensboro_Bridge_from_Manhattan_side.jpg （参照日 2016-01-05） 
17  イギリス統治時代はブラックウェルズ島と呼ばれ，1921～1971 年の間はウェルフェア島と名前が変わり，

終的に 1971 年にフランクリン・ルーズベルト大統領にちなみ現在の名前ルーズベルト島となった。 

図-25.8 マンハッタン橋（全長 2089m，最大支間長 451m） 

図-25.9 クイーンズボロ橋（全長 1135.2m，最大支間長 360m） 
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12 本以上のトンネルが，地下鉄・鉄道・送水管・自動車のために，川の下に建設された18。そ

してブルックリンは，主としてこれらの要因により，あらゆる人々の想像を越えるほど変わった。 

 

1898 年，ブルックリンの人口は 100 万人ほどになり，アメリカ合衆国で 3 番目に大きい都市で

あったが，その独立を放棄してニューヨーク市の区となった。1930 年まで，ブルックリンの人口

は，マンハッタンよりも多かった。古くからのブルックリンの家系はごく少数派となり，ハイツ

はごく小さくて絵のように美しい場所となった

が，ブルックリン区の重要度の低い区域は 89

平方マイル（231km2）となり，マンハッタン区

の 4 倍となった。ブルックリンという名前でさ

え，20 世紀になるまで聞いたことがなかった言

葉―ドジャーズや犯罪組織マーダー・インク

（Murder Incorporated）―と同義語となり，数え

きれないほどの物笑いの種となった。その橋梁

に関して，好んで用いられた表現のひとつに「ブ

ルックリンに到着することが，その問題の全て

である」があった。 

 

1931 年に，ハドソン川を渡り，支間長がブル

ックリン橋の 2 倍以上となるジョージ・ワシン

トン橋（図-25.1019）が完成した。また，その 6

                                                        
18  初の地下鉄は，マンハッタンのボウリンググリーンとジョレールモン通の間で，1908 年に完成した。そし

て，1950 年に開通したブルックリン－バッテリートンネルは，世界 長級の海中トンネルの一本である。 
19  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Washington_Bridge_from_New_Jersey-edit.jpg 参照日 2016-01-05 

図-25.10 ジョージ・ワシントン橋 

（全長 1450m，最大支間長 1067m） 

図-25.11 ゴールデンゲート橋  

（全長 2737m，最大支間長 1280m） 
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年後に，更に大きなゴールデンゲート橋（図-25.1120）が，北米大陸の西端で建設された。そのよ

うに輝いている橋梁に比べると，ブルックリン橋は骨董品のように思われ，それを取り壊す話さ

えあった。 

 

1944 年，高架鉄道は橋梁上での運行を取りやめ，古い鉄製の駅舎は解体された。技術者の一団

が，その橋梁について実施すべき修繕項目を調べるために，構造物全体の入念な調査を開始した。

2 年後にその調査が完了したとき，橋梁全体に必要なことは，新しいペンキ塗装であると公表さ

れた。 

 

 

 

ワシントン・ローブリングは，ブルックリン橋が，ジョージ・ワシントン橋やゴールデンゲー

ト橋によって影が薄くなるのを見ることなく亡くなった。なお，その 2 橋ともローブリング社の

素線で建設されていたが，彼はそれに関与することはなかった。皮肉なことに，信じられないこ

とだが，身体障害者となって苦しめられた伝説的な技師長は，1926 年（89 歳）まで生き延びた。

彼は，次に示す人々よりも長生きであった。ニューヨークの市長になったヒューイットとセス・

ロー。90 歳まで生きて彼自身の彫像がプロスペクト公園に建てられるのを見たストラナハン。橋

梁の完成後わずか数年後に 52 歳で胃腸の病気で亡くなったキングズレー。1887 年，メキシコの

テワンテペク地狭を横断する途方もない船舶鉄道の支援を得ようとしている間に亡くなったイー

ズ。その名前がアメリカ史上 悪の惨事のひとつ－1904 年に発生したニューヨークの遊覧蒸気船

ジェネラル・スローカム号の火災－として記憶されたスローカム。そして，アシスタント技術者

のうちマーティンを除く全員。なお，マーティンは，一旦橋梁の建設が完了した時点で，専門家

として彼自身の独立した道を歩んでいた。 

 

セス・ローがニューヨーク市長として再選挙に敗れた夜，ローブリングはトレントンからやっ

て来て，ヘラルドビルの前でその選挙結果を見守り，その結果にたいへん喜んだ。だが，かつて

ローブリングは，橋梁の古い経営管理に関する特性について，彼の知る限り経費が横領されたこ

とはなかったと，発言している。もちろん，数年前に彼の私的なノートに記述していた結論とは，

明らかに異なることであった。彼が 78 歳で書いたまさにその供述は，当時トレントンの歴史を編

集している旧友への手紙の中で述べたことであり，以下のように書かれていた。「私の知る限り，

政治的や別の方法で 1 ドルも横領されたことはなかった。横領，すなわち政治的な流用や着服は

なかった。あらゆる新聞の断定にもかかわらず，そのようなことは無かった。ほとんどの問題は，

新聞の配慮不足が招いたことである」 

 

彼は，何年間も元アシスタント達と連絡を取り合っていたようである。マクナルティは，自分

の後に息子を指名し，ヒルデンブラントは，ジョン・A・ローブリングズ・ソンズ社で多くの建

設工事に携わった。ヒルデンブラントは，ブルックリンを出た後，実際に本当に素晴らしい人生

を送った。彼は，コロラドでパイク・スピーク鉄道を建設し，シンシナティでオハイオ川橋梁の

                                                        
20  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_gate2.jpg 参照日 2016-09-10 
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徹底した修復を指導し，メキシコのマピミでオハイオ川橋梁とほぼ同じ支間長の彼独自の吊橋を

建設した。ヒルデンブラントが死んだ直後の 1908 年，ローブリングは「もうすぐ，私がその木の

後の葉になるだろう」と書いている。 

 

ブルックリン橋完成後の 4 年間，ローブリングとエミリーはトロイに住み，レンセラー工科大

学で学んでいた息子の近くにいた。ローブリングは穏やかな時を過ごした。しばしば，昔の痛み

と痙攣が，すさまじい勢いでぶり返すことがあり，彼は自分自身が「ぼろぼろになった男性」と

感じていた。依然として，橋梁と素線事業の両方から継続して離れている必要があったようであ

る。彼の健康は，徐々ではあったが着実に回復していた。 

 

1888 年の春，息子が卒業したとき，彼ら 3 人はトレントンへ戻った。息子のジョンは，工場で

の仕事に就き，翌年結婚した。そうしているうちに「チューダー王朝スタイルの広々した大邸宅」

の計画が，エミリーの仕様に従って立案された。

それはローブリングが，ウエストステート通り

のデラウェア川に向かって傾斜した敷地に，彼

女のために建てたものであった。その邸宅は，

完成までに数年間を要した。それは，巨大な切

妻造りで，そびえ立つレンガ煙突がある大きく

て壮麗な建物（図-25.1221）であった。そして，

街路側は，流れる雲や下側を通過する船舶まで

描かれたブルックリン橋の大きなステンドグ

ラスで修飾されていた。夜には全てが照らし出

され，この窓はトレントンの「名所」の一箇所

とみなされ，長い間，人々はそれを見るために，

わざわざ回り道をしたほどであった。 

 

1892 年，彼らは引っ越してきた。エミリーはたいへん高価な馬車と，たいへん素晴らしい馬を

購入し，いつも自身で運転すると言って譲らなかったので，御者が彼女の後に座っていた。彼女

は何年間も，とても素晴らしい時期を過ごしたようである。トレントンの古い新聞の社交界欄か

らの数件の切抜きから判断すると，頻繁にそして優雅に，客を招いていたようである。彼女は婦

人会で活発に行動した。彼女はニューヨーク大学で法律を勉強し，学位を授与された。彼女は，

コールド・スプリングに関する本22の執筆にも取り組んだ。彼女は，二度ヨーロッパに渡った。1

回目はローブリングと一緒に行ったが，2 回目 1896 年には彼を同伴せずに渡欧し，ロシアにも行

った。そこで，彼女は，ニコラス二世とアレクサンドラ皇后の戴冠式に出席した数少ないアメリ

カ人のうちの 1 人となった。戴冠式のドレスを身に着けたエミリー・ローブリングのフォーマル

                                                        
21  http://www.nj.gov/state/archives/szsth004.html 参照日 2016-09-10 
22  彼女は，パットナム郡の伝道者が保存していたかなり無味乾燥で生彩のない日記を，几帳面な編集と注釈を多

用することで，なんとか魅力的な年代記に変えることができた。また彼女は，ウォーレン家に関する追加の章

を含めた構成とした。その本は「シラス・コンスタン牧師の日記」というタイトルで 1903 年に出版された。 

図-25.12 ローブリングの邸宅 
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な写真（図-25.1323）では，銀の白いサテンを着た彼女自身は，

50 代初めで自信に満ちたような女性のように直立して，豪奢とい

うより少し頑丈そうに写っている。 

 

この時期のローブリングの暮らしぶりは，半隠遁生活を送りな

がら，彼女の業績を個人的に誇りに思い，あらゆる種類の趣味（鉱

物の収集，温室栽培，バードウォッチング，天文学，ニュージャ

ージーの古生物学の歴史）に夢中になっていたようである。また

彼は，200 ページに及ぶ父親の伝記を書いたが，それを紛失して

しまい，たいへん残念なことに見つけることはできなかった。彼

のひとつの気晴らしはトロリーに乗ることであり，野生の花を探

すために，近くの田園地方にそれに乗って出かけることを非常に

楽しんだようである。そして，彼は，それらの植物について，教

育を受けた植物学者と同じように確実に識別することができ，そ

れらのラテン語の名前に言及することができた。 

 

ローブリングの体調が良かったとき，彼はエミリーと旅行をした。旅行先は，1893 年のシカゴ・

コロンブス万国博覧会，彼が好きなマーサズ・ビニヤード島，好きでなかったナンタケット島，

ニューヨークなどであった。ニューヨークでは，人目につかないように一緒に橋梁の上にも出か

けたようである。 

 

彼は，シラー，ゲーテ，青年時代に読んだカーライルの「フレデリック大王（6 巻）」，お気に

入りのトルストイなどを読んだ。彼は株式市場に精通しており，そこで大儲けをした。 

 

また彼は，ワイヤー事業に対していつも気を配っており，その事業では再び主要株主になって

いたが，給料は取っていなかった。彼は事務所で昼食をとるのが好きであり，その場所は建って

からずっと旧家族の住宅として使っていた建物であり，かろうじて識別できるほど工場に組み込

まれてしまっていた。彼は常に意見を言うことができ，どうやら彼の意見はある程度の影響力が

あったようである。一度，弟達全員が会社を U・S・スチールに売却することに乗り気になった時，

彼は反対して，受け入れられた。だが弟達と彼との関係は，常にピリピリしていた。フェルディ

ナンドは，壮大な新居が 初に完成した時そこへの入居を拒絶するほど，とても悩んでいた。2

年間，フェルディナンドと彼は，口をきかなかった。 

 

彼が何でも話せる男性の友人の一人は，息子であったが，彼との情報交換は，手紙で行う必要

があった。息子のジョンがワイヤー事業に関わったのは，ほんの短期間であった。何が悪かった

のかを話すことは難しい。公式説明では，ジョンの健康が理由で退職したとのことであった。し

かし，息子のジョン・ローブリングが何かしようとすると，一族の感情や（もしあったとすれば）

忠義がそれを邪魔したと，トレントンでは一般に言われていた。青年が心から納得しておらず，

                                                        
23  Brooklyn Museum, Portrait of Emily Warren Roebling 

図-25.13 戴冠式に出席した 

エミリー・ローブリング 
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すなわち性格的に合わなかった場合には，ジョンの苗字がたとえローブリングであったとしても，

彼はすぐに出て行ったはずである。 

 

数年前，父親ジョン・ローブリングの一番下の息子のエドモンドは，フェルディナンドと仲良

くできず，ワシントン・ローブリングによれば「追い出された」とのことであった。「エドモンド・

ローブリングは，当時，あり余るほどの金をもってさまよい，世界中を旅して，いささか放蕩三

昧であった」。エドモンドは，トレントンに決して戻らず，結婚もせず，ニューヨークのアッパー・

ウェスト・サイドで隠遁生活を送っていた。 

 

エミリーは，新しい世紀が始まった頃から，体調がすぐれなくなった。ブルックリンでの生活

による精神的緊張が主要因であったと，後に言われている。 初に，彼女の目に障害がでて，サ

ングラスをかけるようになった。1902 年の秋，ローブリングが腸の手術のためにニューヨークの

ルーズベルト病院に入院し，依然として療養中の 12 月初旬，トレントンで彼女は倒れた。医者の

診断は，彼女が胃潰瘍にかかっており，回復の望みがないとのことであった。彼は，病院とトレ

ントンを行ったり来たりして，彼にとっては苦しい旅であったが，1～2 日に一度は彼女の傍に付

き添っていた。 

 

2 月初旬に夜間看護婦 1 人が追加で雇われた。彼はその頃には家に戻っており，自宅をローブ

リング病院に名前を替えると，彼女に冗談を言った。彼女は，哀れなほどに弱っているにもかか

わらず，病気に負けることを拒み，ニューヨークのシャロン・スプリングの鉱物浴場に行きたい

と言った。だが彼女の望みはかなわなかった。彼女は 1903 年 2 月 28 日に胃癌で亡くなり，コー

ルド・スプリングで埋葬された。彼がその葬儀に参列するために，旅行をするには病弱すぎた。 

 

息子が保管していたローブリングの手紙のファイルのなかに「ワシントン・ローブリングの死

後に彼の書類の中から発見された，日付のないメモ，切り抜き他」と記された封筒がある。封筒

のなかに，マーク・トウェインが彼の娘の墓に刻んだ碑文を，ローブリングが鉛筆で書き写した

かなりすり切れた紙がある。 

 

ここでは，暖かい夏の太陽が，優しく輝き， 

ここでは，暖かい夏の風が，おだやかに吹き， 

緑の芝生には，日が差し，日があたる， 

おやすみ，愛しい人，おやすみ，おやすみ。 

 

 

 

ローブリングは，エミリーの死後の 5 年間，その家で使用人達を雇い，一人暮らしをした。こ

の当時，ワイヤー事業は世界 大となった。ワイヤーの需要は，電信用素線，荷造り用素線，電

気線，帆布用素線，橋梁ケーブル素線用，パナマ運河建設用，索道・炭鉱・船舶・石油掘削・伐

採機械・路面電車・エレベータ用のワイヤーロープ等と果てしないように思われた。オーティス・
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エレベーター社は，そのケーブルのほとんどをローブリング社から購入していた。ジョン・A・

ローブリングの息子達は，何度も百万長者になった。ワシントン・ローブリング自身の財産は，

およそ 2900 万ドルとなっていたようである。 

 

1904 年の秋の午後，ワシントン・ローブリングは，トレントンからデラウェア川を 10 マイル

（16km）ほど下ったニュージャージーのキンコラという小さな村で，新しい工場総合ビルの建物

と，煉瓦造りの家々と広い街路からなる全体的な街並みを眺めていた。ここは， 終的にローブ

リングとして知られるようになる場所であった。彼の弟達は，その町を「普通の事業の必要性」

だけから建設中であり，それに関して理想郷のようなものは何もないと発表していた。しかし，

誰も驚くことはなかったが，そこは，アメリカでそれまでに建設された も計画的な産業の町の

ひとつとなり，会社の町の建設が進展するにつれて，あらゆる面でのモデルとなった。ローブリ

ング家を称賛する年配者達からすれば，その街並みは，ずっと何年も前にサクソンバーグでジョ

ン・ローブリングを駆り立てた理念を，適切に拡張したものであった。 

 

ローブリングにとって父親の記憶は，前に立ちはだかる

存在のままであった。その中のひとつは，父親のローブリ

ングがブルックリン橋を建設したという誤解であり，年を

経るとともに次第に一般的となり，彼にとって不愉快な問

題であった。時間というものが，彼から全ての事，彼が嘆

いていることや彼の独自性さえ，巻き上げつつあった。一

族が，ジョン・ローブリングの等身大より大きな彫像を立

てることに決め，彫刻家が手元の少ない写真だけでは十分

でないと言ったとき，ワシントン・ローブリングがポーズ

をとることに同意した。彼は数回座り，まるで少し遠方の

地平線を見つめるように頭を回し，片膝に設計図の束を載

せるポーズをとった。1908 年，完成したブロンズ像（図

-25.1424）の除幕式が，トレントンのキャドワラダー公園

でかなり大々的に行われた時，非常に多くの人々が，その

銅像がジョン・ローブリングの生き写しであると，ワシン

トンに話かけてきた。 

 

ほとんどの人が驚いたことに，彼はその年（1908 年）に再婚した。相手は息子とほぼ同じ年齢

での未亡人で，サウス・カロライナ州チャールストンのコーネリア・ウィットセル・ファロー夫

人であった。彼等がどのようにして何時出会ったのか，どれくらいの期間，結婚を考えていたの

かは，全く不明である。彼は息子のジョン宛に「・・・このような結びつきは，気持ちの問題で

あり，理由とか分別には制約されない。人生終盤での再婚は， 初の結婚の基準では判断できな

い。それは，その動機が通常まったく異なっているからである」と書いている。ジョンと残りの

親族は，彼がそれを告げた時の決意と“物事をあまり悲観的に捉えずに彼を助けている”と言わ

                                                        
24  http://www.angelfire.com/nj4/njscenes2/cadwalader__park.htm （参照日 2016-09-11） 

図-25.14 ジョン・ローブリング 

の銅像（キャドワラダー公園） 
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れたファロー夫人に，心から賛成した。大佐自身でさえ“時にはとても陽気になった”ようであ

る。 

 

全てを風化させた彼は，まさに果てしなく生き続け，永遠に「持ちこたえる」と人々は言った。

彼の歯は順々に抜かれ，息子のジョン宛の手紙で，身体的な苦痛と特にあごの耐えがたい痛みを，

繰り返し訴えている。彼は，破傷風に罹って，自分の父親のように死んでいくことへの恐怖に襲

われていた。彼は「それなのに，人々から貴方はお元気そうですねと言われると，彼らを殺した

いような気分になります」と書いている。 

 

1912 年 4 月，彼の甥で，彼の名前をもらったチャールズ・ローブリングの息子であるワシント

ン・A・ローブリング三世がタイタニック号で遭難し，一族は再びニュースとなった。ニューヨ

ークのタイムズ新聞の編集者が「歴史的な記述として，彼の母親の役割がブルックリン橋梁を建

設したジョン・A・ローブリングを助けることであったと説明することで十分かどうか」を尋ね

る手紙を書いた。ワシントン・ローブリングは「ジョン・A・ローブリングは，橋梁を建設した

人物であるが彼の父親ではなく，“14 年間の長きにわたり建設工事の様々な段階”で関与した人

物はエミリーであり，彼の母親ではない」と返事を書いて根気よく説明した。 

 

所得税が 1913 年に導入された時，まるで地方はその境界でバラバラになって行くようであった。

彼は「あらゆる人々の事業と状況を詮索することは，10 万人の探偵を意味している」と述べてい

る。戦争がヨーロッパで起こったとき，ローブリングは人間の巡り合わせにぞっとした。「余分な

ドイツ人を生かすために，このような情況に到った。人は自分の場所を確保するために，他の誰

かを殺さねばならない。我々全員が，そのようなゲームでプレーすることができる。それは，無

期限の世界的な戦争を意味する」と発言している。 

 

また依然として彼は，息子のジョン宛に愛情のこもった長い手紙を書き，ウエストステート通

りに沿って一人での散歩を続けていた。彼は 1916 年 8 月に「いつもの通りの台所における戦争」

と題して息子のジョンに報告している。「コックは，洗濯女のアイロンにさわった。死闘，平和は

難しい－5 房の髪の損傷，引き裂かれた 4 枚のエプロン，2 箇所のかすり傷。飢餓の恐れがある！」

誰かが，コックのウィスキーを水で割っていた。 

 

彼の変人ぶりは，トレントンの会話で人気のある話題となった。彼と妻のコーネリアが友人や

弟の自宅で食事をした時，彼はしばしば何も言わずに， も近いソファーでくつろぎ，ぐっすり

寝込んでしまうことがあった。手袋を嫌い，とても寒い気候でさえ手袋をはめなかった。ものす

ごく自動車を嫌い，ただの一度も乗ることはなかった。ジグソーパズルに夢中になっていたが，

店で売っているようなものでは決して満足することはなかった。そのようなものは易し過ぎると

考えており，大きな写真や絵画の複製から，それぞれ 1 千～3 千ピースの特別なパズルを作成し

ていた。 

 

彼は手元にある何にでも連絡事を書きつけた。それらは，安い便箋の切れ端，古い招待状の裏，
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一番下の引き出しから発見されたエミリーの便箋の外れた部分であった。彼の筆跡は，完璧なカ

ッパープレート書体に加えて，年輩の友人の大部分が拡大鏡なしで読めないほど，小さな文字で

あった。 

 

彼が散歩に出かけたとき，店の窓に飾られているものに魅了され，対話を避けることができる

と思うと，玄関に足を踏み入れたり，突然現れたりすることで，有名であった。地元でのいつも

の説明では，ローブリングの行動はそのように少し奇妙であるが，実際は彼にとって会話するこ

とが，たいてい身体的に辛かったということであった。不慣れな人達は，彼を通りで絶えず止め

ていた。しばしば，幼い少年と一緒の母親や父親が，ローブリングに少年と握手してくれるよう

頼み，数年後にこれらの少年達は，彼のことを「素敵で，礼儀正しい老紳士」として覚えていた

ようである。貧乏人や慈善に関心のある一部のトレントンの人々の間では，彼はすぐ信用してお

金を貸してしまう人として，有名であった。 

 

橋梁完成後から亡くなるまで，彼がある種の身体的な不快や明確な痛みを感じなかったときは，

彼の人生の中で一日も無かったようである。彼は，もはや使わなくなった物的財産だけでなく，

どこにもいる老人のように，個人的に自分の健康のことがいつも気になっていた。 

 

相変わらず，自然は彼の癒やしであった。彼は，家の裏にシベリアコリンゴ（Siberian crab apple）

の木立を植えた。彼は「1 年目に 4 本が開花し，翌年に 4 本が開花した。なんて優れているのだ

ろう」と書いている。また，新しい仲間として，かなり見苦しいエアデールテリア25の迷子の犬を

飼い，「ビリー・サンデー」という名前をつけた。彼が散歩に出かける時，長い時間をかけて下っ

て行く彼らを見ることは，いつもの光景であった。それは，細かい縦縞のはいった服を着て，カ

ンカン帽をかぶった小さくて危なっかしい老紳士が，ゆっくりと，ぎくしゃくしながら進み，犬

が彼の踵を追いかけているような光景であった。そうでない時には，彼らは自宅の高い鉄製の門

の前で，トロリーバスを待って一緒に立っていた。そこは正規の停留所ではなかったが，トロリ

ーバスはいつでも停車して，犬と主人はトロリーに乗り込み，バスの乗客の誰もがそれを眺めて

いた。広く知られていたように，ビリー・サンデーは，トロリーに自由に乗れる特別許可証を持

ったトレントンで唯一の犬であった。ローブリングが座ると，ビリーはその足の間に入り込み，

席の下で丸くなっていた。 

 

フェルディナンド・ローブリングは 1917 年に亡くなり，その翌年，チャールズ・ローブリング

も亡くなった。フェルディナンドの長男であるカール・G・ローブリングが，ジョン・A・ローブ

リングス・サンズ社の代表に指名された。しかしカールは，3 年後にゴルフコースで急死した。

数日中に，その巨大な産業王国をなんとか担当できる人物は，残された唯一の人物しかいない，

ということになった。 

 

ニューヨークとブルックリンの新聞各紙は，大々的に発表した。ニューヨークのワールド紙は

                                                        
25  英ヨークシャーのエアデール地方で作られた大型のテリア種。足が長く，毛は茶色の地に黒い模様がある。も

ともとカワウソを狩るために作られた犬であり，警察犬としても飼育されている。 
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「84 歳の小さな老兵士，ワシントン・A・ローブリング大佐，ブルックリン橋を建設した人物で，

その橋を計画した人物の息子である彼は， 後の戦いを今日も戦っている。彼は，あらゆる害敵

―病気，虚弱，苦痛，孤独，身内との死別，同世代より長生きしている男性のひどい憂鬱―にも

かかわらず，やるべき仕事をするために戦い続けている」と書いている。 

 

その後 5 年間，ローブリングは会社を経営し，事業は極めて成功した。彼は息子に「私の経営

の結果と言える部分は，ほんの一部である」と打ち明けている。他の人々は，彼の功績は小さく

なかったと考えていた。 

 

彼は，毎朝 7 時 30 頃に起きて朝食を取り，工場の従業員のように仕事に向かうために，犬を連

れてトロリーに乗った。彼は皆と同じように，一日 8 時間いっぱい働いた。秘書をおかず，自分

で連絡処理を行うことを好み，いつも手書きであった。彼の片目はほとんど見えず，耳もほとん

ど聞こえず，おそらく体重は 120 ポンド（54kg）ほどであった。とても虚弱で，すごい年寄で，

雪のように白い髭で沈んだ目をして，ロバート・E・リー将軍の晩年の写真のように見えた。人々

は，一体全体どうして彼に経営ができるのか不思議に思い，彼がこれまでどのような人生を過ご

してきたかを，誰もが知ろうとしていた。しかし，驚いたことに，彼が普通の経営をしなかった

ことである。彼はとても革新的で，説得力があり，事業のあらゆる側面について認識すべき全て

の事項を，完全に理解していたようである。全ての工場で，重大で費用のかかる動力設備を，蒸

気から電力に変更する決断を行った。彼の指示により，素線の電解溶融亜鉛めっきを行う完全に

新しい部門が設置された。そして，ハドソン川を渡る別の橋梁，ベア・マウンテン橋のケーブル

工事を受注し，彼が在任中に完成させた。 

 

ある取材で彼は，どのようにして仕事を続けることができるのかを尋ねられた。彼は「それは

全て，私が考えていたからです。・・・責任を負うことが私の仕事であり，人は自分の仕事を放棄

することができません。人は自分の人生から，あるいは自分に課せられた人生での仕事から，こ

そこそ逃げることはできないものです」と答えている。 

 

1924 年，バトラー郡歴史協会の依頼により，彼は腰を落ち着けて，サクソンバーグの初期の頃

の詳細な説明を書き，担当者宛に「ずいぶん前に，私自身と父親の各々の独自性を明確にする努

力をしなくなりました。多くの人々は，私が 1869 年に死んだと思っています」と書いている。 

 

隣の住宅は，売却されて取り壊された。電気の街灯がウエストステート通りに沿って設置され

た。彼は「トレントンの不夜街が，私達のところにも来てしまった。50 フィート（15m）毎に，

住宅の前を照らす巨大なアーク灯が設置され，我々を眠らせないようにするであろう」と失望し

て書いている。彼は「自分の衰弱の進行が重力のように加速度的である」と述べている。 

 

1926 年の春，彼が急速に衰えていることは，誰の目にも明らかであった。5 月には，彼の体重

は 100 ポンド（45kg）を下回るようになった。彼は，息子ジョンの妻に「私が回復するとは考え

られず，日々衰弱し，身体は痛みで苦しく，頭は何も考えることができず，寝返りを打てば骨に
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ひびが入り，立ち上がろうとして転んでしまう。どうか私を，一人でそっとしておいてください」

と手紙を書いている。だが，彼は追伸として「思いもかけないこと：数年，10 年間ほど，夜咲き

サボテンの茎は温室で萎れていました。昨晩，それが突然咲いて，午後 10 時に私の枕元に届けら

れました。その素晴らしい花は，バラよりもかなり大きく，部屋の中は，ほのかな匂いでいっぱ

いになりました。萼（がく）は，外側に卵形のようにカーブした雪のように白い花びらで，いっ

ぱいでした。今朝，再び眠る時期に入ったように，それは散ってしまいました」と書き添えてい

る。 

 

彼は，それから 2 ヵ月ほど，生き長らえた。彼は，私が残す唯一のものは知性であると述べ，

そのことに対して，私はとても感謝しているとつけ加えている。 

 

彼は 89 歳で，1926 年 7 月 21 日，彼の妻・息子・その他数人に看取られて穏やかに亡くなった。

後に何を語ったのかは，記録として残っていない。臨終は，午後 3 時 30 分であった。 

 

 

 

ジョン・A・ローブリングが建設した全での橋梁は，2 橋を除き現在では残っていない。その 2

橋とは，シンシナティ橋とニューヨーク州ポート・ジャービスで 1848 年に建設されたデラウェア

川を渡る水路橋である。なお，デラウェアの水路橋は自動車用の橋梁に改修され，アメリカで

も古い吊橋として現存している。しなしながら，サクソンバーグの彼の家は，彼がそこに建てた

教会と，鉄製素線の 初のリールを保存した小さな小屋として，今でも現存している。ジョン・

A・ローブリング・ソンズ社は，その後，コロラド燃料＆鉄鋼会社へ売却された。 

 

ウエストステート通りのワシントン・ローブリングの邸宅は，州知事の邸宅として使うように

ニュージャージー州に寄贈を申し込まれたが，維持費がかかり過ぎるとの理由で，申し出は断ら

れた。その邸宅は 1946 年に取り壊され，駐車場となった。また，ブルックリンのコロンビアハイ

ツ 110 番の家も，取り壊された。彼の鉱物の収集品，およそ 1

万 6 千個のうち地球上で良く知られた鉱物の 4 個以外の全て

が，息子によってスミソニアン協会に寄贈された。 

 

ローブリングは，遺言によってコールド・スプリングで，

エミリーと並んで埋葬された。彼の名誉をたたえる彫像は立

てられなかった。墓は，とても質素に彫られた。 

 

1948 年，D・B・スタインマン（図-25.1526）と彼のニュー

ヨーク技術事務所は，ブルックリン橋の幹線道路容量を増や

す計画準備のため，ニューヨーク市に雇用された。そのプロ

ジェクトを担当する約 50 人の職員によって，広範囲の改築が

                                                        
26  http://alchetron.com/David-B-Steinman-1271600-W （参照日 2016-01-10）Boston College collection 

図-25.15 D・B・スタインマン 

（1886～1960） 
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何年もかけて実施された。トロリーと高架鉄道

が撤去され，車道は片側 3 車線に拡幅され，ト

ラス構造が追加された。改築費用は 900 万ドル

以上であったが，橋梁全体の外観は，ほとんど

変わることはなかった。 

 

1964 年，橋梁はアメリカ合衆国の国定歴史建

造物として公式に認定された。現在でも，一日

あたり 12 万 1 千台のトラックと自動車が渡り，

普通の日曜日で天候が良ければ，遊歩道を 1 千

人以上が散歩や自転車で渡っており，いまだに

その種の建造物では唯一のものである。両方の

主塔の遊歩道の脇には，ジョン・A・ローブリ

ング，ワシントン・A・ローブリング，理事，

アシスタント技術者，機械工長の名前を記載し

たブロンズ製の飾り額（図-12.1627）が掛けら

れている。その飾り額は，橋梁が 初に完成し

たときに設置されたものである。それ以後，も

う 2 枚，各々の主塔に 1 枚ずつの飾り額（図

-12.1728）が，エミリー・ローブリングの名誉

をたたえるために加えられた。 

 

主塔自体は，ずっと以前からマンハッタン中心部の地平線では小さく見えるけれども，その独

自性は残ったままである。それに匹敵するような建物は，いまだアメリカでは建設されていない。

20 世紀に建設された巨大な吊橋の主塔は鋼製であるので，ブルックリン橋の主塔は，北アメリカ

大陸での 初で 後の記念碑的な石製の玄関口である。 

 

およそ 30 人の男性からなる複合的な集団が，橋梁の維持管理を行っている。その橋は，5 年程

度毎に，ニューヨーク市公共事業部の技術者の指示で再塗装をおこなっている。なお，ブルック

リン橋は，技術者たちにとって，イースト川に架かる全橋梁の中で も問題が少ない橋梁のひと

つとなっている。その技術者達は「通常の維持管理で，橋梁は更に 100 年間供用できるであろ

う。・・・橋梁の部材が時々交換されるならば，必要であればケーブル全体の交換も可能であり，

さらに，我々が関与している限り，永遠に持ちこたえるであろう」と述べている。おそらく、そ

うなるであろう。 

 

（完） 

                                                        
27  http://www.cynic.org.uk/photos/USA2006/NYC/BBridge/index2.html （参照 2016-09-25） 
28  http://www.musclesformusicians.net/ （参照日 2016-01-10） 

図-25.16 遊歩道の飾り額 

図-25.17 主塔の飾り額 


