
一ら3一

;留学1200目③1

コロンビア大学

まえがき

コロンビア大学はニュｰヨｰク市内にあることと日

本人留学生の多いことで日本では非常によく知られて

いると思う.大学自体の行き方からみてたとえば奨

学金を支給する場合に一度与えた学生が学位をとるま

で与えるよりも一年間かぎりにしてできるだけ新しい

外国人に与えるようにしたり(私の3人の友人は一年間

限りと予告されていた)アィセンノ･ウァｰを学長にす

えたりしていることから私たち留学生はいくぶん売名

的な考えが底にあるように話したりした.しかし授業

内容とその設備からたしかによい大学といい切ること

ができる.Lたがって日本のみでなく諸外国にも非

常によく知られている大学である.この古きょき伝統

の上にのっている大学にはやはり西部の若い大学にな

いよさがある.

アメリカ人は古いものを非常に大切にするとよくいわ

れる.過去を必要以上に忘れたがる煩肉のある若い世

代の日本人からみればとくにそのように見える.過

去のよいものが積み重ねられてできた伝統も社会の発

展につれてある段階では無用の長物としかうつらない場

合もあろう.インドのカｰストなどその適例かも知れ

ない.このため息のでるほどうんざりする20世紀の難

物も過去においてはそれ決りに科学的根拠を持ち合せ

たよい制度だったそうである.このような因習のまだ

芽生え狂い(私には一部芽生えっっあるように思えるが

ここは一般論にしたがう)若いアメリカの社会で古い

もの一す在わちよいものと単純に結びつけることは

多くの場合に当っていると私は思う.コロンビア大学

第1図=1ロンビア大学の眩置
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はその古いよき伝統をひきついでいてアイビｰリｰグ

中の一大学である.

IvyLeagueはIvy(ツタ)が古い家ほどよく繁って

いることに由来していてブラウンコロンビアコｰ

ネノレダｰトマスノ･一バｰドペニシノレベニアプリ

ンストンエｰルの8大学が属するフットボｰノレリｰグ

の呼名である.いずれも古い私立の大学でいわゆる

上流家庭の子弟が行く所である.それにあやかって

彼らの外観のみをまねたヴァン族なるものか日本には流

行している.おじいさんの背広を借りてちょっと手を

加えペラペラの若者に着せれぱよい.しかし現在の

日本ではこれは前衛派の着るものだそうである.

私はこのヴァン族のご本家の一つに1学年間いた.

修士過程の学生としてであり試験に追われた1年であ

った.その後アメリカをたつ直前の1963年暮れから翌

年1月にかけて約2ヵ月間立寄っている.この短か

い期間に私が得たものをこれから記してみたいと思う.

しかし私のような戦後の安定期の留学生には何でも

吸収すればよかった維新後の明治の留学生の純粋性は必

要としない.私たちはアメリカ人旅行者をなげかせる

ほど｢アメリカ的なもの｣を身近においているしアメ

リカの留学生活の一般的なことについては多くの人か

ら上手に何回となく報告されている.けれども学び

改めねばならぬ多くのことを私たちはまだ持っている.

とくに占領下で押しつけられたアメリカ式教育制度を

出発点とした現在の日本の教育制度には改めるべきこと

が多いようである.たとえば理工科学生の訓練およ

び創造の場である実習時間を経済的理由で満足に維持で
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策1表コ1･シビア大学の学部･⑰1:究所の変せん
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きないのであれぱアメリカ式の授業の進め方は意味な

いのであって日本の実情に即した独自のものにすべき

である.またこの小文にはアメリカにおける留学生全

般についても触れている.

コロンビア大学にはすでに多くの日本の地質関係者が

留学されている.私の知る限りでも過去10年間に鉱

物のカｰ教授のもとに東北大学大森啓一教授(1カ年)

および増井淳一助教授(1カ年)構造地質のドｰナス教

授の所に地質調査所の星野一男氏(1カ年)さらに鉱床

のべ一レ教授の下で博士過程をおえられた高橋太郎助

教授(ロチェスタｰ大学)東京大学津末昭博士(2年)な

どがあり私も鉱床学講座(Ec㎝omicGeO10gy)に籍

を置いた.

マンハッタン焼は叩ンハ1ソタこ■片堵から粗ウていてその111で荷爽の多

い部分は小商くなり(写真中央部)柘榴石自雲母片岩(写真宥側)は

ゆるく俗間をi乍っている左側はハドソン河とバリセｰド輝線描の岩味

]30稚術作1近より北をのぞむ

生い立ちと機構

コロンビア大学は今でこそマンノ･ツタン島北部のブ

ロｰドウェイ通りに面した115番街付近にあるが初期

には島の南部の繁華街にあった.大学は1754年10月31

日にジョｰジ王二世がKing'sCo11egeをニュｰヨｰ

ク市民のために設立したことに始まりウォｰル街に近

い現在の市役所の位置に建てられていた.建物のドｰ

ムの上には鉄製の王冠がつけられこれは現在でも大学

の象徴として使われている.その後とくにイギリスと

の独立戦争前後のいくたの変せんを経て1897年に現在

地に設置された.キングスカレッジとして出発したコ

ロンビア大学は1784年にCo1umbiaCOllegeとして再

設立され新学部の増設に一つれて1896年にCo1umbia

UniVerSityと正式に呼ばれるように狂った.そして

現在の大学の称号である“COlumbiaUniversityin

theCityofNewYork"は1912年に認められている.

私たちが通称でコロンビア大学と呼ぶ場合には狭義の意

味でそれはあとで記すように数多くの学部に分れて

いる.広義には傘下のバｰナｰド大学教育大学弟

よび薬科大学を含めたものでColumbiaCorpOrati㎝

といわれている.

ジョｰジ王二世がキングスカレッジを設立した当時に

はLa㎎uageLibera1Arts(いわゆる文科系課目)と

Scienceの三つを当時のアメリカを背負う若人に教え

込むことを目標にした.その後新しい学部が次々に開

かれた.それらは第1表に年代別に示してある.こ

の表は今日のアメリカ社会の発展過程の一面を表わして

いて興味深い.19世紀には法学部の設立(1858)に始

まって鉱山学部(1864)政治学部(1880)哲学部(1890)

理学部(1892)および工学建築学部(1896)と続いた.

鉱山学部の設立が古くまた学生数も多かったのはコロ

ンビア大学に限らずスタンフォｰド大学他の大学でも

同様で地下資源の開発で国力の基盤を作った当時のア

メリカをよく反映している.地質学および地質家に対

する一般国民の認識の高さはこのことにもっ抵がって

いるのであろう.社会の発展につれて鉱業のような

マンハッタン艦の簡縫からハiりン河ヂしにみるパリセ,一ド淋

緑措岩漿分化作用で晶出したカンラン石帯はこの尊真の水面

の真上柱状節理の下付近にみられる時代は1億7000～1億

9000万年と測定されている.�
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第一次産業からより高次のものに産業形態の中心が移り

その組の理工学科学部が新設されている.その後は人

文科学および医学系の学部が増設されそしてアメリカ

がモンロｰ主義から脱却すると共に国際関係の分野が

広げられている.コロンビア大学の現在の学部と学生

数を第2表に示している.学部の正式な名称は第1表

に原名で記し第2表には普通に呼ばれる形で表わして

いる.両者の間には多少変化しているものがある.

たとえば鉱山学部は現在では工学部(Engineeri㎎)に

吸収されていて第2表には入っていない.同様に演劇

絵画彫刻の部門はProgramintheArtsに政治哲

学理学はGraduateFacu1tyにすべての医学関係

のものはMedica1Centerに現在ゼは含まれている.

第1表にある世界の地域別の研究所は研究のための場

にすぎずそこの職員や学生はそれぞれの分野の学部に

属している.第2表に示したようにコロンビア大学

は正期の学生数(DegreeCandidates)15,451名である.

この他に客員や研究生として一時的に滞在する者や夜

勉強のために自分の好きた講義だけを聞いている人たち

が2,080名あり総数は17,531名である.これは3

つに分かれアメリカ最大の約10万名を容するカリフォ

ルニア大学や一つの校庭としては最大の約5万人のテ

キサス大学に比べれば小さいけれどもどちらかという

と大きな大学に属している.この他に姉妹校として

バｰナｰド女子(1,568名)教育(5,684名)薬学

(380名)の単科大学がある.またより弱い関係で合同

神学学校(UnionTheo1ogica1Seminary)も1同様にコ

ロンビア大学校庭の周辺に建てられている.

第2表でわかるようにコロンビア大学の学生はその

1/3が大学院の学生である.私の周囲の友人をみても

学士をおもに地方のまた他のニュｰヨｰクの大学でと

り大学院生活をコロンビアですごしていた学生が多く

いてこの統計と一致している.大学院の学生には

博士(Ph.D.)修士(M.A.,コロンビア大学は例外的に

理工科系の学生にもMasterofArtsを使いM.S.,

MasterofSc{鋤鵬を踊い扱いまた法律グ)学生に減刑

コ1コ;ノビア大判二は1岨鴛,､一襲一列1剰辺洲漣綴｣蓬鰯1鍬』葛賦一渓狐払

る蜥外巡検が多く学名たちは昌省にいるよフ匁気軽な服装ζ夢加

する私が参加した目はニュｰヨｰクil〒立大学の学生との倉1岡巡険で

あった

節2表コ日ンビァ大学の学部と学生放(1964㌧65卵度秋期)
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の称号を使う)およびProfessiona1Degreeをめざす3

種類がある.Professiona1Degreeには学士取得後

丸2カ年の勉強が必要であり工学および応用理学の学

生に与えられるものである.したがって前に紹介した

コロラド鉱山大学の技術士とは同じ呼名であっても性

格をやや異にする.修士をとる場合の論文を書く必要

はないがとるまでに同じ期間を必要とし修士と同程

度の価値があるもののようである.コ回シビア大学の

学生にはユダヤ教の人が多い.これはニュｰヨｰク市

を中心とする東部にユダヤ人か多いというアメリカの宗

教分布図に比例している.この傾向はコロンビア男子

単科大学(C01umbiaCO11ege)の場合にとくに強く多

くの学生は地元の子弟であることを物語っている.

.外国人留学生たち

コロンビア大学ときけば国際問題や諸外国の研究が盛

んな所と日本では理解されている.事実1946年に国際

部(Sch.0fIntemationa1A胞irs)とロシア研究所

(RussianInstitute)が設立されて以後この方面の研

究に積極的である.第1表に示したように数多くの

地域別の研究所が設立されている､員本に関する研究

㌘幾ソト鰯液I嚇留)言瞭牟学糊{lW身縫物パいξ一茅菅〕i帳か然林夢叫1にある

ハドソン河の造はに麦)りVe榊a州差か婁災ジ)観榊j船を{飾っている

いているのは同本地まれの台湾人リｰ蒋で日本語がう空い
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節3表外国人搬学`kの多いアメリカの人学のlO俄

節4表外囲人留学生数

1.カリフォルニア大学

2.ミシガン大学

3､ニュｰヨｰク大学

4.イリノイノく学

5.コロンビア大学

6.ウィスコンシン大学

7.ミネソタ大学

8.ハｰバｰド大学

9.ホｰワｰド大挙

10.マサチュｰ七ツツ工科犬学

全外国人留学生数
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5S,806049カ国より)

も先目82才で亡くなった日本通の一人で

イギリス出身のジョｰジ･サムソン卿がコ

ロンビア大学に招かれて東亜研究所を設立

して以来非常に積極的である.現在ではドナルド･キ

ｰン教授が中心である.日本文学を忠実に訳せる人は

現在のアメリカで4人といわれておりこの人はその一

人に数えられている.たびたび来日され訳本も多いの

で日本でもよく知られている人である.
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外国人のコロンビア大学への関心という意味で外国人

留学生をみる場合にその数はそれほど多くない.も

ちろん大学自体が大きいので校庭でいろいろな外国人

学生によく出会う.統計的にもコロンビア大学の外国

人留学生数は全米中第5位にある(第3表).しかし全

学生数に対する比率からみると4.5%でワシントンの

ハワｰド大学(16.6%)日本でよく知られているマサチ

ュｰセッツ工科大学(12.6%)や前回紹介したコロラド

鉱山大学(10～12%)に及ば狂いどころかハｰバｰド大

学(7,796)よりもはるかに少ない.この統計資料はカ

ナダ人学生によって集められVISAの1963年3月号

に発表されたものに基づいている.ヴィザはコロンビ

ア大学の外国人留学生の月刊誌をわれわれで出そうでは

狂いかとだべっているうちに生まれたものでコロン

ビア大学の外国人留学生の有志によって出版されている.

コロンビア大学の校庭を歩いていると東洋的な顔に

よく出会う.日本の学生も非常に多い.そこで東洋

マンハッタン,踏も北都ヴ)コロンビア

蟻雛纐鱗は少誉峨

アの学生の多くすノ)でいるウェスト

エンド通りの96番街付近よ2北をみ

る1Sブロック行くと大学である

からの美女に日本語で話しかけてときどき失敗するの

である.アメリカの友人たちにもよく聞かれた日本人

と中国人の識別はわれわれにとってもむずかしい.

大学内の日本人たちは｢眼鏡かけのカメラ持ち｣の一般

評に従順でもないし1フラン払ってノレｰブルの2階に

急ぎモナ･リザの前でパチパチとやったらほかは素通

りして3階にセカセカ歩きミレｰやコロｰの前に立止

る忠実で勤勉そうな日本人観光団の持つ悪臭も持ち合せ

ていないのである.その中国人が私のいた年には最も

多くついで日本人カナダ人の順であった.それら

を第4表に全米についての統計と共に示してある.こ

の表でわかるようにカナダ人が最も多い.そしてイン

ドを筆頭にアジアの諸国が8位までを占めている.こ

れが地域別の統計(第3図)の極東の部を37%と高い

ものにする原因と桂っている.9位と10位に中近東と

欧州を代表してギリシアとイギリスが顔を出し中南米3

ヵ国がこれらに続いている.新興のアフリカ諸国から

の留学生は意外に少なく全体の7%にすぎない.こ

れは過去における欧州諸国との結びつきによりそちらに

留学することのほかアメリカの人種差別に起因してい

るのかも知れない.コロンビア大学についてみると

上記の全米の傾向と少し事情が違う.すなわちイキ

寮のジョンジコ･イホｰルからみる大学グ)唯心部この飼"1ご大学の難物が並ん

でいる.広場の中央は116番街あたりキャム■パスウオｰクまたはカレッジウ

ォｰクと呼ばれる金11確肩の真夜中に柾るとフットボｰルをして喚声をあげる

学生が現われる(卒業式の目の写真である)

リストイツフ

ランスおよびイタ

リアなどの欧州の

いわゆる先進国が

上位にくい込んで

いる占台湾およ

び筒本は毎年1･

凄位を勢う仲で

これは簑郷シビア

大学が両国で名の

遁童鶯ていること

ならびにニユｰヨ�
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クｰ市内にあることにおもた原因があるらしい.

私の滞在中にはK･K路線の雪どけ期で政府交換の

ロシア人留学生カミきていた.全米にいる約40名のうち

コロンビア大学で1年をすごしたのは4名であった.

アルマｰタからの鉱山学校の先生とプラウダに勤める

丸顔でタンクのような男とは同じ6階に住んでとくに

親しくたった.彼らはだいたい4人そろって行動して

いて筆者と2人で話している所に新しいロシア人がくる

とこれまで話していたことを要約して聞かせたのであっ

た.話が込み入ってくると英語のうまいフルシチョ

フ二世ばりのタンク氏を引張り出してくる.タンク氏

の解答はロシア共産党の見解以外の何物でもなかった

けれどもアメリカの現実を素直に認めて話をすすめる

点で愛すべきものを持っていた.敵国の短所はともか

くとして長所を認めることは勇気のいることである.

私たちが目ソ漁業問題でけんかをして共通の友である

ケンブリッジボｰイが仲介に苦労していた頃キュｰバ

事件にぶつかった.ケネディびいきの2人もこの件

では彼の処置をにくみ再び仲良く狂って仲介に入って

いたケンブリッジボｰイをとまどわせた.その後は3

人そろってニュｰヨｰクは国連本部があるから大陸弾

道弾の爆発は受け次いだろうとか地下3階の教室にい

れば大丈夫だろうとか話合った.異郷での危機感は母

国で感ずるものよりはるかに強い.タンク氏といえど

もその瞬間にはプラウダも党員であることも忘れ人聞

の本能が動き出すものらしい.

ケンブリッジボｰイはもともと動物学を専攻した男で

古生物学を通じて地質の知識もある.現在のアメリカ

で社会学でよい所はコ日ンビァとカリフォルニア大学

だそうで大学院の1年生として入学してきていた.

転向の理由を聞くと地質巡検で昼間の部(化石フより

も夜の部(生きた人間)の方が面白そうだったからだ

とイギリス人らしく笑ってしまう.マノレクス主義を理

ライブラリｰ館前のA1maMater(ロｰマ人

口)子を育てる蝕の急転じて各人の短佼)の傲

この像のどこかに実物の半分位のオｰムがほっ

てあるこれをみつけることのできる新入1年

生は無著大学を卒葉できるといわれている

論的にも否定したがらも現実面で米ソの橋渡しをする

ことに非常な熱意をみせていた.その一部として彼

は自費でパｰティを開いたことがある.主賓となるべ

きロシア人の1人が急病で倒れて3人となりまた招待

客に旧英連邦系の学生たちが少たからずいたために話

題はむしろ人種差別や閉鎖的なそれら諸国のことに向け

られ最後には彼の母国にまでとばっちりがきたのは皮

肉なことであった.このようなうよ曲折はあったけれ

どもこの栃ノ海ばりの体格にふくよかな赤ら顔をのせ

た青年はよく頑張り一留学生の幅の広い部分を示した.

特徴あるイギリスなまりの言葉で今でも活躍している

はずである.

私がコロンビア大学の日本人留学生についてそこに

行く前に友人から闘いていたことは留学組と遊学組と

あるためにわれわれはあまり高い評価はうけていない

ということだった.先輩がよかったせいであろうコ

ロラド鉱山大学ではわから恋いことはすべて言葉のせい

として済まされまた同情されたりして｢日本人は優秀

である｣というわくからはずされたことはなかった.

この日本人に対する高い評価の中で1年間をすごした私

にはこの友人のことばは心すべきことであった.

日本人学生との出会いはコロンビア大学に着いた目

に早くも始まった.寮の受付で順番を待つ間のことで

ありしかも同郷の人であった.やがて友が友を呼び

20数名の同じジョンジェイホｰルの居住者に加えて他

にも多くの知己を得た.私たちの仲間は変化に當んだ

背景をそれぞれ持ち話題は幅広く地質の世界に6年

ほど生活していた私には興味深いことばかりであった.

もちろん日本語で語り合うのであり時には一夜を明し

たこともあった.コロンビア大学生活の一学年聞を通

じると実質的には日本語の方を多く使ったように思う.

極端にいえば英語は朝友人に会った時に｢ノ･一イ｣と

いい講義の終りに質問ヂるくらいなものである.よ

ほど親しくたるまでは間違った英語を使っても一般米人

回一ライブラリｰ鵡¢)向u'側にある中央閲籍鯨バトラｰ図蒋鮪とII乎ばれる�
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節5表C0!umbi齪Co1-ege地質専攻生の蚊裕すべき醐い1

第1学年�第2学年�第3学年�窮4学年

数学�動物学上級化学または物理�上級化学または物理�世界の広域地質と

化学�鉱物学と岩石学の要素�構造地質挙の要素と�海洋堆積事実習

物理的地質学入門�地球物理入門�野外地質調査法�上級地質実習セミナｰ

歴史的地質挙の要素�地形学原理または物理的�ニュｰヨｰク地域の地質�鉱物挙実習または上級化学実験

国語(英語)�地形学と地図挙�鉱床挙入門�現代文化II

現代文化I�古生物学入門と化石層序掌�化石層序学�人文学

体育�外国語�外国語�

�体育�人文学�

私企薬による

㌷─

円貨30%

アメリカ政府

�

外国政府

�

不1則･アメリ洲舳企葉2%

16%外囲舳私企莱1%

第4図

アメリカの外国

人留学生の経済

的裏付け

は注意してくれずその意味ではアメリカに行きさえす

れば英(米)語が上達すると簡単に言い切ることはでき

ない.私たちの仲間の多くは日本の会社から送られて

きた人たちであった.次いでコロンビア大学やフルブ

ライトなどアメリカ側の奨学金による人自費留学目

本政府奨学金による人たちでありごく少数の高校時代

の交換留学生で居残った人がいた.それぞれの専門に

対する勉強の熱意からみれば卒業資格を取ろうとして

いるのは交換留学生やアメリカ側の奨学金学生たちであ

り他の人たちは別の分野での勉強に忙しい様子であった.

終りにアメリカで留学生活を送っている外国人学生の

費用の出所についての統計がある.国際教育委員会で

出しているもので1961年の資料である(第4図).私

のまわりにいた人やアメリカで会った外国人学生の多く

は何らかの奨学金を得ている人たちであ鶯だがこの統

計はよると自費で勉強している人が30%いることに怒っ

てお1)意外に高い数値である昔アメリカ¢)大学生活

は織用がかさみたとえば鴛潟シビア大学で正親の学生

生活をおくればすべてを含蜘て工学卒(轟"司)少な

くとも3.OOOドルはかかる｡この統計資料によると杜

の申には意外に金持もが多いらしい｡

犬掌醜⑳納麓

コ減シビア大学が大学院を中心にしていることはすで

に記した.したがって逐年過程(Co1umb玉漫ωLと

GeneralStudies)の方に登録されている地質の教授は

数名にすぎない.しかし一般教養としての地質の講義

のほかに地質専攻生のための講義もありそのうち高学

年用のあるものは大学院の学生と一緒にとるようにたっ

ている.地質専攻生がとらねぱならない講義の種類は

日本の理学部のそれとよく似ており前に紹介したコロ

ラド鉱山大学のように数学や物理化学を重要視していな

い.そして地質に関して非常に幅広く教えている(第

5表).最終的には学生たちが指導教授(R.J.Ho1mes)

に相談して内容を決める.

大学院の地質は第2表のGraduateFacu工ty中のPure

Sci㎝ceに属し18名の教授5名のAssociatePrOf.

5名のAssistantProf.2名のAdjunctProf.3名の

ResearchAssociates3名のResearchScientistsを

ようしていた.ラモントの教授陣のほとんどは上記の

教授助教授クラスの人のかけ持ちであるがその下に

約40名の研究員を持っている.大学院の総学生数は98

名であったので非常に恵まれた環境であるといえる.

通称ラモントと呼ばれる付属の研究所は正式には

Lam㎝tGeoIogica10bservatory(地質ニュｰス'110号

p.42参照)といわれ1961年にノ'ドソン河の西岸のパリ

セイズに設立された.コロンビア大学の北約44kmに

あり本部からは地下鉄にのり178番街で降りバスで

ジョｰジワシントン橋を渡り行かねばならない.バミ

ュｰダ島にも基地を持っている.地球物理地球化学

の分野でよく知られておりこのほか物理の応用面化

学生物学数学地球開蒲の技術面でも研究を進めて

いる.上記の分野に関連する地震学気象学および海

洋学の物理地球物理化学生物学面の研究も当然含

巌れている.これらの部門の大学院の学生たちはおも

にラモントにいるが講義はセミナｰな〃)高度なもの

やラモントの実験設備を使用するものを除いては本部

で行なわれている.

大学院でとれる資格ばは修士(MA)と博士(Ph.D.)

とがある.修士をとるにはまず予備試験(Preliminary

眺籔minatiO心に合格し匁ければ怒ら扱い｡これは学

期初めにあ!)外園人学生の場合は1カ年後に受けること

も許されている.午前中3時間の教育試験機関の大学�



一59一

院専門別試験(GraduateRecOrdExaminati㎝,AdYanced

Test)の地質の部と午後1時間の鉱物岩石化石の

肉眼鑑定からなっている.前者では問題の数が多いこ

とおよびアメリカの一般地質に弱いことで英語が母

国語で榊･外国人学生カミ初年度に合格点(840点中の600

点以上)をとることは見込みがないそうである.卒業

後5年間働いていた私などはそれらのほかに専門外に弱

くたとえば化石の問題では3ぺ一ジ(約30題)にわた

って解答が書け桂いていたらくであった.問題はむず

かしくは放いけれども似たような正解が5～7の答の

うち2～3あり注意を要する.間違った答は無回答

より減点されるので自分の強い所では絶対に取りこぽ

しをし荏いことが大切である.肉眼鑑定にはありふれ

たものぱかり出されるがアメリカでありふれたものと

日本でのそれとはちょっと違うし化石に関しては形が

かなり違っていても最初はお手上げであった.しかし

この試験は学内出題なので似た標本が一室に準備され

いつでも利用できることと何回でも受けることができ

るので前者ほどやっかいでない.このほか数学物理

化学および生物の基礎知識を調べるPro丘｡i㎝cyTests

を受けさせられることがあるカミ国の教育水準の高さを

信じてか日本人は除かれている.

次に仏独露のうちどれか1つの外国語の試験に

合格しなければならない.数へ一ジの地質関係の論文

を1時間以内に英訳するもので辞書を使ってもよい.

しかしあまり辞書が使えないような仕組に扱っている.

私は日本語がはぶかれていることに不満で最初に指導

教授のべ一レ教授に申し出最後には外国語試験委員会

の長に文書でその理由を提出することになった.コロ

ンビア大学のように日本研究の盛んな所ではとくに率先

して採用すべきことを強調し使用人口の多い中国語と

スペイン語もつけ加えた･しかし律2者は読むべき地

質の文献がないことらしい真意で日本語については規

則が決っているから現状では受付けられないが近い将

来は認めたいとの解答でやんわリと断わられてしまった.

しかしこの試験は難物では狂い.

3繋目に30単位を平均B以上の成績でとるごとである甚

!課鳥は王朝で3娘位¢)ものが多いのでユ0課肩紀均り

王期間は5課周豪でとれるので!学年閥でとれること

に匁瓜しかし成績の問題があり夏学期を3～嬉課

員にしエ年以山ヒかけることが暫通である吉採点の背い

概して年配の教授の講義ばかりとればよいがホルドヴ

アｰト教授のように肘が正人であとはそれ以下のよう

にきびしい採点を巷れる刈}1陰うと炎,歳の阿復にたい

へんである血採､叙法はAA…附鷲駅CヰC

C…が合格庶でAとA…がつく人は王タ労淡2～3拍

狂ので一度Cをとるとあとの課目でトップクラスに入

らねばたらない.これはことばのハンディキャップを

負いアメリカ社会を広く知るために招待されて出歩き

その上時間の節約のために米人学生より多くの課目をと

っている外国人学生にとってはたいへん荏ことである.

そこで一般の外国人は消極的に最少失点制をとりどの

課目もまんべんなくよく勉強するようになる.この採

点制の功罪から単位をとっている間は自分の専門分野

に深く突込め恋い､これは米人の学生にとっても同様

である.コ回ンビァ大学の修士過程に他のアメリカの

大学から転入する場合に0neyearresidencerequirem

entと呼ばれるものがある.この規則はコロンビア大

学で1カ年のフルコｰスを終えた学生についてのみ転

入前の大学で取得した単位のあるものの移動を認められ

ることで実質的には修士には他大学の単位を受付けない

ことを意味する､フルブライトのおばちゃまたちは

最初に人情豊か恋西部の小さ狂大学にいて翌年に都会

の大き柾大学に移ることをすすめ私もそれに大賛成で

ある.おばちゃまたちは1目でも早く卒業資格をとり

たい勤勉家の意向などには無頓着なのである.一般論

として大学を変えるということは違った立場からの講

義により多く接することのできることであり学問的

にも無形のプラスがあると思う.

以上の3つを済ませると最後に修士論文が残る.

これはコロンビア大学の修士過程が習うことを主にして

いるので重要視されておらず40～60ぺ一ジの簡単なも

のが多い.夏休みに働いた結果に室内研究をだして翌

年の秋期にまとめる人が多い.コロンビアの大学院の

学生は博士までゆく人がほとんどなので博士論文の予

備的なものを暇た時をみて修士論文として提出している

人もが柾りいる.修士をとらず博士をとることもでき

る.博士をとるには論文を除く修士過程での必要事項

に新たな30単位を加えての60単位をB+以上の成績

でおえもう一つの外国語試験口頭の試験および論文

艦

嚢劣州義ん愁ジ圏ンジ胤イ;}1

冊ル郷約魔の鈴競飽この縦

蜘6勝機で約蓄｡⑪側叉稼で妻

鳶元矧玄大学院姥附ぐ

潟義が秘夢)いた蹄は大蝉ザ)

栄炎かかパ)人へび･た�
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節6表修士･樽二Lのとれる分野

第7表樽=1=過程の剛科1'1の櫛類

Inverteb胴tep晶1eontology

Vertebratepaleontolo醐

却牡瑩杲慰��

却�捴������

��牡汯�

健���

�����敧�汯�

Econoπ一iogeo]むgy

�潭�����

�潯档浩�特

�摭来���

�楳浯汯�
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を完了しなければならない60単位をとった学生はでき

るだけ早い機会に口頭試験をうける.この機会は毎年

2月で一回きりでとり直しがきかぬだけにその前の

学生たちの準備態度は真剣そのものである.試験は自

分の指導教授を含めた4～5名の教授にかこまれて2時

間続き学生は自分の専門の他に3つの副科目を選ぶ.

質問はおもにその4つの分野についておこなわれるが

1人だけ必ず縁遠い分野の人が現われていて学生達を困

らせるという.コロンビア大学でいう地質の分野は日

本のそれより非常に幅広い.第6と7表に示したもの

がそれで学生たちはこの巾から自分の勉強したい分野

を選ぶ.

博士号の論文は修士論文よりはるかに重点がおかれ

委員会にかけられて審査され指導教授の承認が得られ

ればよい修士論文の場合より異なる.審査後委員会か

ら呼出しがあリ論文の内容についての質問がありこ

れに(Defenceといわれる)成功しなければなら狂い.

修士博士論文共に学内売店で売っている規定の用紙を

用い図は色柾しで仕上げいずれも自費でありタイ

プ柱とに講座のわずかた援助が得られることがある.
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地質の講義内容

コロンビア大学院の授業のすすめ方は講義が中心であ

る.習うことの多くなっている今日ではこの方法が正

しいように私も思う.前に紹介したコロラド鉱山大学

では学生が指示された分野の文献を読みまとめてクラ

スで発表する形式がおもでコロンビア大学と違った行

き方をしている.

授業の初めにはその期間申の予定表その他秘配られる､

大学の職員クラブi17務衝に㎜して校庭の東よリにある米国地質学会

(GSA)の事稚児のばす1句いにあたる

それにより学生たちは第何目目には何についての講義1が

あリそのためにはどの本と論文の何べ一ジを読み何

･目目に試験があることを知る.教科書はふんだんに使

われよい一冊の本カミない場合には数冊のよい部分のみを

使い学生たちにとっては教科書代は馬鹿にならない.

他に学会誌に発表された古典的名論文から最近のものま

で読まされる.その数は1科目について数十論文の場

合が普通である.私の経験した最大のものはHeezen

教授の海洋地質学で4冊の教科書(Sea0賃SOuthem

��景浩愬�敲����物��漱�礬����

P.H一;SubmarineGeology,Shepard,F;0ceansSver-

drup,F.P.他2)をふんだんに使った上に他の16冊の教

科書の一部60余の論文を読むことを義務づけられ90

余の論文を読むことをすすめられた.その上この授業

には例外的にセミナｰ形式をま畦自分で論文を書いて

発表する機会を与えられこれまで知らなかった分野だ

けに苦しかったことを覚えている.このようなべらぼ

うな数の宿題を5科目についていい渡されると気が遠く

祖りそうだカミ事実は案ずるより楽である1それは学

生は勉強のためにあるのであってできるだけ雑用から遠

ざけるというよい環境と図書の利用が便利にできている

からである.コロンビア大学にはバトラｰ図書館と呼

ばれる総合の大きいもののほかにある分野についてま

とめられた図書館が8つぱかりある.地質のそれも教

ここでは4階が

人1]で北側(写;藁の奥の側)では1階が川入リロになり9階鯉の企ぼう

を呪わしている地質の事務局は写真の入口の左側右側は力一教授

の部屋である�
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路s表修二L･牌=L過程の必修･選択科口の側

室と同じシェｰマホｰンホｰルの6階にある.開架式

で自由に本をとり出すことができる.非常によく使わ

れるものは持ち出し禁止か夜10時の閉館後翌朝9時ま

での帯出許可制度に狂っていて読みたい本が粗いこと

はまれであった.カｰドの整理桂ども行き屈さ目的

の本が数分以内で見当らなかったことは恐らく数百回

は通ったであろう私の滞在期間中になかったように記瞥

している.試験は普通2回で前半の講義内容について

学期の中間に1度そして終りに本試験がある.科目

によっては4～7回にわたってこきざみに行なわれる

ものもある.試験は論文形式の場合が多く試験時間

は1～3時間である.外国人学生としてはできるだけ

早く問題の重点を見出し図や数式を多く使ってそれを

簡潔に表現する以外に好成績を残す道はない.問題の

選び方は非常に素直でその分野で最も重要なことが必

ず出るのでやまをかけやすい.たとえば変成岩の

MineralfaciesではGreenschistfaciesは出ても

Zeo肚efaciesやEco1ogiteは出ないとみてよい.質

問の内容について判断に苦しむ時には単純な解釈の方を

とればよい.ひっかけられることを常に心にしながら

試験をうけてきている日本人は考えすぎたいようにす

ることが大切である.

講義カミ体みになることはコロラド鉱1｣』大学のように皆

無とはいえないが非常に少ない.そして休講の場合

の補講は都合をつけて恋されている.講義はよく体系

づけられていてわかりやすくまた数目前に届いた雑誌

でも必要な図だどはすぐ印刷にされて学生に配布される.

要するに教えることに情熱が感じられたのであった.

休講の少狂いことや教育熱心柾ことはその人たちの立

場からすれば当然なことでここにとり上げるべきでな

かろうと思う.しかし世の中には当然のことがなされ

ていない場合が余りに多い.私たち学生は教授の資格

として学問教育および人格の3要素をとり上げ試験

で鍛えられるお返しとして3角図の上に各教授をプロ

ットしたりした.その結果と日本で知られているコロ

ンビア大学の教授の評価とはおそらく違うであろう.

これは何についてもいえることだが人についてもその

人の国に入ってその国での評価に驚かされることがしば

しばある.

講義の種類は要覧のGraduateFacu1tyの地質の所に

出ていて約80ぱかりある.これは新学期前なら申し込

めば無料で送ってくれるはずである.この中からとる

べきものは学生の専門に応じて事務局から新学期初めに

通達される.鉱床と地球化学の場合の例を第8表に示

した.私は鉱床学講座に籍を置いたがあまりこの8表

に忠実でなくこの範囲をこわさたい程度で自分の知ら

惟
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数字は箪位数博士にはε0単位カ必

要内6剃立に論文を使える

恋い分野のものもできるだけとらせてもらった.それ

らはおもにいわゆる岩鉱の科目であり範囲は狭いカミ自

分の体験に親しい友人の話を加えて紹介してみたいと思

う.いくら機械文明が進んでも学問は結局は人であ

りここでは人を中心に話をすすめる.

べ一レ(Chas.H.Behre,Jr.)教授は私の指導教授で

あった.白髪のよく似合う紳士で非常な人格者で学

生たちの尊敬を集めておられた人である.欧州での博

士も持ち独仏語がたん能で国際的視野がある.キュ

ｰバ事件をめぐって議論した米人のうちケネディの処

置に反対した唯一人の人であった､出身が南部であり

欧州の影響を強く受けておられることから｢先生の考

え方の現国籍はアメリカ大陸を少し束にはずれてパノ･マ

バンクあたりですね｣といって笑ったことがある.私

㈱餓授を派へ刈峨授

厚綱1二げ柵螂二1;麦打ン沿ダ暖棚

削こされたという

カミ生涯忘れること

のできない最高の

紳士である自教

授は!9舷年6月限

りで現役を去られ

今は烹瓜一該一ク

で鴛ンサルタント

会徒の指揮をして

おられるが私の

いた当時には応用

地質入門鉱床学

井剣罵鉱床学と鉱

石頭鏡夢以つを受�
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け持っておられた.学間の考え方は古典的だが自分の

考えを押しつけたりされず学生たちの興味と個性をよ

くのばされしたかって米菌地質調査所のバｰトンを初

め優秀抵弟子を送り出しておられる.

カｰ(R｡亙.Kerr)教授は逆に純アメリカ的佳人で政

治力にも窟んでいた.鉱物同定が基調でそれは光学

鉱物学金属鉱物学非金属鉱物学X線結晶学と鉱物

学的方法論のすべてを通じて流れている.光学鉱物学

は火成岩石学の実験の前半に組込まれ彼の著書Optical

Mineralogyにしたカ三って進められる.非常に実際的

な教え方で習ったことはすぐに役立つようにされてい

る.ケイ(M･臨y)教授は古典的だがよい講義が

多いと聞き堆積作用の原理だけはうけたく思った.

バｰモントの変成岩地帯で平板を使っての実習のときに

外国人学生に対して示された厚意は忘れられない.

非常に親切な人であった.地球化学のうちメイソン

(彊･Mason)教授は地球化学の原理と鉱物の原子構

造の前半1/｡を受け持たれる.前者は同名の著書をそのま

ま使われ後者はベリｰ教授と共著の鉱物学に資料を加

え枚カミら進められている.学生にときどき質問しなが

ら講義を進められ常に学生の興味を引立たせるように

配慮されている.マンガンの変った鉱物が出ると名

産地目本に敬意を表されて名指しされ何も知らぬ私は

困らされたものだ.長いニュｰヨｰクの冬の道を日本

から持ち帰られたキャラバンシュｰズをはいて博物館

から通っておられた.印象に残る教育者である､鉱

物の原子構造の残りはガルプ(J･亙･酌1p)サｰキッ

ト(W.M.Sa6ke枇)両教授に引き継がれる.ガルプ教

授はメイソン教授と逆に学問的なことだけで学生を引張

って行かれる.元素鉱物から出発した講義が珪酸塩鉱

物に入った所から始められ結扇の物理性に関する分野

でサｰキット教授の受け持ちと抵蕃由このコンビは地

球化学の講義にも現われる吉これは元素1字宙の発生

に始まって地球の誕生までに前半が費やされその後は

水素にはじまる各元素の地球化学的挙動に入る.この

前に記した講義と同様に全鉱物または全元素を学生数

に応じて適当に分け過去10年間のそれらに関すぢ文献

調査が宿題としてでる.それにはその間に解決された

重要問題と未来に残されている大き祖ことを付記せねば

ならない.各人がタイプで仕上げて提出すると複写さ

れて全受講生にくぱられる.試験の多い時期に学生に

とってはたいへんな仕事であるがためになる宿題であ

った｡その他同位元素地質学がありよい講義だそう

である.ガルプ教授はイムブ)一教授と共に普通は最･

低4年を必要とする博士過程(プリンストン大学)を2年

間ですませた人でその後コロンビア大学の鉱物でも

Ph･D･をとっている.物理化学地質の3つに

Ph.D｡を持つと聞くスタンフォｰド大学のクラウスコッ

プ教授と同じく数少ない秀才らしい.私が従来地質に

対して持っていた概念を少ないことばでしかも徹底的

に叩きのめした人であり学問的に最も感銘をうけた人

であった.ブ圃一カｰ(W.S.趾0㏄ker)教授の

Chemicalequilibriaingeo1ogicsystemは非常にむず

かしいがよい講義である.前半はギャレルのMineral

equi1ibriaを使いあとは教授独自の講義に入る.こ

れと同位元素地質学および鉱物の原子構造とは隔年ごと

に行荏われ来年(1965-66年度)は前2者が持たれる

年である.ドｰナス(亙･A･D0皿a伽)教授の構造地

質学もよい講義と聞いている､これについてはRock

Mechanicsの研究で教授のもとにおられた地質調査所

の星野氏から報告されることと思う.

終わりに今は故人となられたホルドヴアｰト(A.

Po1dervart)教授の岩石学カミある.46才の若さで惜

しい人を失ったものである(地質ニュｰス125号p.29

参照)講義には火成岩石学と変成岩石学とがあった.

前者は火成岩の現象の記載に軽く触れられ改訂された

ボｰエン理論に入る.後半の一/3は多相系のダイアグラ

ムが中心となった.後晋は堆積作用から入り堆積岩

から広域変成作用の高変成に向って進むのが中心で別

に接触変成作用についてものべられている.実験を含

めて教授の講義が良心的に最もよくととのえられていた.

これは学生にとっては最もうれしいことである.もし

1つだけよい講義を選ぶとしたら私はためらわず教授の

それをとるだろう.これは故人に対する礼としてで柱

く理解してほしい.教授は派手た人では狙いのでGSA

の亙arthofCrustの編者として以外に貝本ではよく

知られていないかも知れないが教授の方は日本人の研

究論文をよく読まれ高く評価されていた.日頃から健

康がすぐれず一度も訪日され荏かったことカミ階しまれる.

瀦灘中のカｰ教授炎験でも助手役の大学院の学生に裏かせきリにせず

ときどき自分でまわって来られる.�
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私がアメリカに渡って最初にひどく考えさせられたこ

とは宗教の社会生活における影響であった亭頭では理

=解していたつもりでも肌を通じて入りてく審ものは強

烈でありたために滞在期間の中頃には極端は走り

アメリカで目新しいことのすべては仏教をキリスト教

との違いにあるよう恋解釈を下しコ様シビアで陳を同

じぽした鷲本人の友人だちに行きすぎ想と笑われ花蜜し

た｡たとえば秘は学校菱出るとすぐウランの深登に

入りその仕事を通じて地質調査所内や学会匁とで闘い

たことはドウラン鉱床の地球化学的研究をし扱げれば駄

目だ｣ということ怒った､それを私は｢地球化学的主

題を取り扱わねば駅員だ｣と解釈していて方法論畿で

含めての意味にはとれ扱がった帯多分私の理解力の歴

ゆ溶慈もあったことだるう､外灯立ってみる&私の

接していた人はあ凄りに帰納的方法のみ1“らわれてい

て質的意織淋姑'自とくに自分の職場でこの傾向秘強

い昔これをすぐ宗教に緕びつけて一神教のよう恋演

輝約思考方法の夏つの典型的なものの申で育てられた人

は花と克宗教ぽ無頓着な人でも無意識ダ)うちにその方

法が身虹しみついていて神の扱い宗教の下のわれわれ

はその訓練が大学での教科書を通じての知識として以外

にはできていないのではたいかと思い上述のような現

状お扱ると考えたのである凸この現状はた藍た凄デン

バｰで会っ花東京教育大学の松属窒んの誘では逆怨そう

で大学関係の地球化学研究背では帰納的な方法をとっ

ている人は非常に少ないそうである｡こ9)ように塊状

ぽ対する認識も不思し原因の求め方も単純すぎるかも

知れないカミ考えてみるべき何かがあるような気がして

この紹介詞寮に薄きそえてみた､私は私の周麗の帰納

一的方法を全面的に否定するのでは姑･今員のアメリカ

の広い意味での地質かごζ塞で慈たのはス独ラ哲学か

ら抜け慧れずある意味で後進国となり演緯的方法論に片

寄りすぎたドイツ学派&逆扱立場のイギリス学派とが

う談く結びつ書杖会経済的な要素がくみ合って花が

脚吹結果&躍解しており圏研究機関の王組織嘆

た五個人の頭の申でも雨脊のバランス秘&れているべ

書芯&思うのである吉(講者は鉱床部)

婆覧の綿し込み先

○繍鯛む董汀煎童鞭蔓鮒yAd滅糞餐沁鯛皇亙0㊧ω珊狐b更意ryヨ
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纂簿ン績ア⑳率繋試

着療簿烹

鴛潤ンどア大学の率榮武は古い縫吏を持素｡ぬ鴻嚢｡棚餐騨

当時の1758年6月21目にべ一マン街のセントジョｰジチャペル

で行なわれたのが最初であって7人の学生が学士(B.A.)を

うけた.その後アメリカの変動期の中で校庭が移動される

と共にいろいろな所で行匁われ1926年から現在の場所(竃｡uth

Court)でたされるようになった.

卒業式につける衣裳は中世の12世紀頃から引継がれ暖かい

ガウンとフｰドはこの暖房が粗かった時代の名残といわれてい

る.アメリカではオックスフォｰド大学からきてKings

CO11egeの学長になったクｰパｰがこの習慣を持ち込み学生

たちに着せたのが最初だとされている.

19世紀頃は各大学が思い思いのものにしていたので1894年

に各大学からコロンビアに集まり基準になるものを決めた.

これによると学土のガウンは毛製で飾りなく先のとがった袖付

修士の場合は絹製で装飾をつけず棚は先グ)閉じられたい)博

士のは同じく絹製で黒のベルベットをえりに飾りつけ補は丸

く開いたものとなった.しかしえりと胸を横切って学位の色

をつけてもよい.フｰドはガウンと同じ材料で作りその長

さは学位によって異たる.そしてその大学の校名を線で入れ

る.コロンビア大学の場合は空色と白が入り白の山形の紋

章の入った空色の縞になっている.フｰドのふちは絹サ

テンまたはベルベットとしその色は学位をうける人の専門を

表わしている(表参照).黒の角幅はアメリカσ)すべての学位

を痘じて共通だが博士のみ金の房をつけろ.このような申

し合せにもかかわらず最近ではより色を多く使ったものに

たってきている.コロンビアでも1963年に一新された.ガ

ウンは精板岩色の灰色で前にベルベットをつけ袖には学位

¢)色を縞状に入れる｡そして胸商の位翻饒篇ンピア王冠が

縫いをつてある,フｰドの内部は臓漂シビア億をつけ他方

フｰドの締役には学位の色を入れる､硬い角帽は柔く護れ金

の爵をつけている､

ζのよう紀出講ある表装をつけて饒簿ンピア大学¢)率榮武は

毎年6肩上旬におごそかに行なわれる､式は凄筥間に分けら

れ第1目は学士第2目に修士と博士の卒業式で共に多くの

来賓を招いて盛大である.

しろ

こいぺにいろ

むらさき

みどリ

こいあお

きいろ

ちやいろ

ピンク

1894年に決められた専門別の名

文芸(雑誌を含む)

神学

法律

医学一般

哲学

理学

建築と美揃

音楽

ライラック

オレンジ

オリｰブ

こいとびいろ

レモン

そらいろ

くじやくあお

シトロン

歯科

工科

薬学

経営学

図書館事務

節範･教育

国際関係

社会事業

学位を手にしてうれしそうに進揚していく卒薬生たちこのあとでに

ぎやか検家族との対面が各所でみられるアメリカの大学は卒業するこ

とがむずかしいだけに喜びもひとしおである�




