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はじめに：

　「ダンディー」と聞いて、多くの方が
最初に思いつくのは英語のdandy（「男
性の服装・態度が洗練されしゃれたさ
ま。また、そのような男性。しゃれ者。
伊達者。」広辞苑第六版）ではないかと
思います。しかし、辞書の見出し語を
更に見ていくと、Dundee（「イギリス
北部、スコットランドの商工業都市。

（以下略）」広辞苑第六版）とあります。
今回は、一般的に馴染みの薄いと思わ
れる後者のダンディーに関するエッ
セーです。
　筆者たちは、2017年9月（鑓田）と
2018年9月（山本）からそれぞれ1年間、
University of Dundee, Centre for 
Energy, Petroleum and Mineral Law 
and Policy（ダンディー大学エネル
ギー・石油・鉱物資源法・政策センター、

以降「CEPMLP」）に在籍し、法学修士
課程を修めました。エネルギー・資源
業界、とりわけ石油・天然ガス分野に
かかわりのある方の中には、CEPMLP
をご存知の方もいらっしゃるのではな
いかと思います。今回は、CEPMLP
が提供する専門的学位の紹介、留学中
の学習や課題・試験への取り組みのほ
か、スコットランドと大学が所在する
ダンディーという都市についても、少
し紹介したいと思います。

1. 留学都市紹介

（1） T h e s u n n i e s t c i t y o f 

Scotland

　グレートブリテン島の北部およそ3
分の1を占めるスコットランドは、連
合王国を構成する他のイングランド、
ウェールズおよび北アイルランドとは

異なる法制度、裁判制度、教育制度を
持っています。スコットランドの都市
といえば、首都であり夏季にはエリザ
ベス女王も避暑のために滞在するエ
ディンバラや、商業都市であり英国放
送協会（BBC）の支局があるグラス
ゴー、そして北海油田の基地として多
くの石油・天然ガス開発関連企業が集
うアバディーンが比較的知られている
のではないかと思います。ダンディー
はこれらの都市に次いで、人口約15
万人を擁するスコットランド第4の都
市です。
　ダンディーは、首都のエディンバラ
から車で約1時間15分ほど北東に進み、
テイ川（The River Tay）が北海に注ぐ
湾の北岸に位置します。南向きの河岸
に開けた緩やかな丘陵に沿って街が広
がり、気候が穏やかで一年を通して晴
れる日が多いことから、スコットラン

写1 ダンディー大学全景

出所：大学ホームページより引用
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ドで最も晴れる都市（The sunniest 
city of Scotland）との評判もあります。
しかし、例外的に筆者（鑓田）が滞在し
た2017年の冬は記録的な寒波で、暴
風雪警報が発令され大学が閉鎖される
こともありました。

（2）From three Js to the V&A

　ダンディーは、かつて3J、すなわ
ちジュート（jute）、ジャム（jam）、
ジャーナリズム（journalism）の街とい
われていました。なかでもジュート産
業は、ロシア産のリネン依存からの脱
却の一環として18 〜 19世紀に世界の
製造拠点として栄えました。ダン
ディーは造船業が盛んな海沿いの街で
あり、インドから仕入れる原材料の調
達に適した大型船の建造が可能で加工
後の輸出が容易でした。さらに、捕鯨
産業も盛んであったため、鯨油を用い
て硬いジュート繊維を柔らかくするこ
とで機械加工による大量生産が可能と
なり、飛躍的にジュート産業が発達し
たのです。最盛期には、その富をもと

に信託会社が多くの石油産業に投融資
していました。また、ジャムというの
は、18世紀に、遭難の末にダンディー
港にたどり着いたスペイン船の中に苦
いマーマレードを見つけて、地元で食
料品業を営むKeiller夫婦が砂糖と煮
詰めてジャムにすることを発見したと
いう逸話に由来します。今でもダン
ディー産のマーマレードは現地のスー
パーで手に入れることができます。こ
の時代から少し経った1905年、ダン
ディーに現在のスコットランド最大の
出版 社であるDC Thomson（ 現 DC 
Thomson Media）が生まれました。
The CourierやThe Evening Telegraph
といった新聞の発行元であると同時に
児童向けのコミックBeanoは、誕生か
ら80年経った今でも英国の子どもた
ちに人気のようです。
　ジャーナリズムやゲーム産業（日本
でも一時期大人気となったMinecraft
の開発に深く関与し、世界で最も売れ
たビデオゲームとされるGrand Theft 
Autoの開発者である Chris van der 

Kuyl氏はダンディー出
身です）はありつつも、
3J以降なかなか日の目
を見なかったダンディー

が注目されるようになったのは、ひと
え に 2018 年 9 月 に 開 館 し た V＆ A 
Dundeeのお陰といえましょう。ロン
ドンのVictoria and Albert美術館の別
館であり、開館以来延べ83万人の来
場者を数えているこの美術館は、ス
コットランド初のデザイン美術館とし
て European Museum of the Year 
Award 2020にノミネートされるなど、
注目を浴びています。日本の建築家、
隈研吾氏の設計であることから、ご存
知の方もいらっしゃるかも知れませ
ん。外はスコットランド北西部の海岸
部をイメージしたモダンなコンクリー
ト作りながら、内部は同氏の特徴でも
ある木の装飾により、温かみのあるも
のになっています。
　およそ10年の年月をかけて実現した
V＆A Dundeeの開館には、ダンディー
大学も大きく貢献しています。同大学
は、DJCAD（Duncan of Jordanstone 
College of Art ＆ Design）と呼ばれる
英国有数のデザイン学科があり、市内
の雑貨屋では卒業生の作品が多く販売
されています。デザインに焦点を置い
た美術館をつくるというそのコンセプ
トと合致することから、大学と当時の
市長が誘致に取り組んだそうです。そ

写2 V&A Dundee外観

出所：筆者撮影（鑓田）

写3 V&A Dundee内観

出所：筆者撮影（山本）
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の 甲 斐 も あ り、2018 年 に は Wall 
Street Journalより「世界で最もホット
な行き先」の一つとしてダンディーが
選ばれました。2019年1月には、ケ
ンブリッジ公爵夫妻（ウィリアム王子
とキャサリン妃）が訪問され、ダン
ディーの更なる発展が祈られました。
余談ですが、公爵夫妻はダンディーか
らバスで 30 分ほどのセントアンド
リュース大学の同窓で、この大学の近
くには2人が出会ったカフェがあり今
でも多くの観光客が訪れています。

2.  CEPMLP概要  
－北海油田とともに

　ダンディー大学が現在の形で独立し
た大学となったのは1967年のことで、
それ以前の大半の期間はテイ川を挟ん
で対岸に位置するセントアンドリュー
ス大学を構成するカレッジとして位置
付けられていました。カレッジの歴史
は1881年に遡り、人口が急増し高等
教育の必要性が高まっていたダン
ディーにおいて、科学、文学そして芸
術を教授する機関として設立されまし
た。現在では、芸術・デザイン、歯学、

教育学、人文学、生命科学、薬学、看
護学、理工学そして社会科学の9学部、
学生16,000名（うちPostgraduateは
4,500名）、アカデミックスタッフは
1,400名ほどを擁する規模になってい
ます。社会科学部（School of Social 
Science）にはCEPMLPのほか、法学、
政治・国際関係学、都市計画学、ビジ
ネススクールなども含まれています。
　CEPMLPは、北海油田の発展ととも
に石油・天然ガスに特化した高等教育
の必要性が高まったことを受け、1977
年に法学と経済学を中心とするセン
ターとして設立されました。その後、
地下資源開発という点で共通項のある
金属鉱物資源もカリキュラムに加えら
れ、資源管理（resource management：
主に産資源国政府の視点による自国資
源 の 管 理 ） や 事 業 管 理（project 
management：主に資源開発企業の視
点による事業管理）などマネージメン
トに関する学位や、持続可能な資源開
発に対する社会的要請の高まりから、
サステナビリティに関する学位も取得
可能となっています。
　現時点において、CEPMLPが提供
する学位は大きく法学、経済学、マネー

ジメント、サステナビリティの4つに
分けられ、それぞれ石油・天然ガス、
金属鉱物の資源ごとに異なる学位が用
意されています。（図1：取得可能学
位一覧参照）CEPMLPは、ビジネスス
クール（School of Business）と共に、
ダンディー大学の社会科学部の一部に
位置付けられているため、学部内で開
講されている講義科目を履修すること
もでき、多様な学位を取得することが
可能になっています。同様にCEPMLP
設置科目も他の社会科学部の学生に公
開されていますので、サステナビリ
ティの学位を取得している学生が、
CEPMLP開講の「気候変動と資源開
発」といった科目を履修することがで
きます。この他、CEPMLPはフラン
ス 国 営 石 油 研 究 所（IFP：Institut 
Français du Pétrole）および中国石油
大 学（CUP：China University of 
Petroleum）と相互に学生の受け入れ
を実施しており、IFPとは経済学を履
修する学生が、1学期間他の教育機関
で講義を履修できるほか、CUPとは
CEPMLPとCUPの二重学位が取得で
きるダブルディグリー制度を導入して
います。

3. 入学準備と学生生活紹介

（1）出願・選考・学生ビザ取得

　CEPMLPも含め、ダンディー大学
には9月と1月の年2回入学する機会
があります。大部分の学部学生は9月
に入学しますが、修士課程以上の場合
は1月から課程が開始されるものもあ
り、社会人学生を志す者にとっては修
学開始のタイミングを調整しやすいと
いう利点があるでしょう。
　筆者たちは共に9月修学開始のため、
その年の6月までに入学選考を済ませ
る必要がありました。まず、出願に際
しては、大学の指定する英語圏におけ
る学部教育を受けていない場合、修士
課程履修に必要な語学力の証明のた

写4 V&A Dundeeのテラスから。
左奥にはリグが見えます

出所：筆者撮影（山本）
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め、International English Language 
Testing System（IELTS）の大学進学
向けアカデミックモジュールを受験
し、所定のスコアを取得する必要があ
ります。出願までに必要なスコアを獲
得できるよう、計画的に準備を進める
ことが欠かせません。
　そして、大学院への出願において
もっとも重要な選考書類はPersonnel 
Statement（志望理由書）です。選考に
際して面接を実施しない場合、志望理
由書が出願者の人間性を主張できる唯
一の書類となるといえるでしょう。も
ち ろ ん 学 部 の 成 績 や 次 に 記 す
Reference（推薦状）も重要な選考要素
ではありますが、志望理由書における
論理構成や明確な問題意識、それと志
望先の関係性、社会人学生の場合は今

後のキャリアパスとの
整合性などを明確に記
載します。
　さらに、CEPMLPに
限らず、修士課程以上
への進学に際しては、

推薦状を2通以上求められることが多
くあります。一般的には、学部教育に
おける指導教官や、社会人学生であれ
ば職場の上司などに執筆をお願いし、
出願者個人の人柄と進学先において期
待される成果などを記載してもらい、
大学に提出します。
　このほか、学術雑誌に投稿した論文
や記事など、これまでの研究成果があ
る場合は、出願に際して提出を求めら
れる場合があります。特段求めはなく
とも、成果をアピールできるものであ
れば、提出することで選考材料として
有利に働くことがあります。また、社
会人学生の場合、これまでの職歴を詳
細に記した履歴書（CV）を併せて提出
し、特にCEPMLPのような実業に即
した課程の選考において、出願者が十

分な実務経験を有していることをア
ピールすることもとても重要です。
　必要な書類（語学力証明、志望理由
書、推薦状、研究成果、CVなど）を
用意したら、大学のポータルにアップ
ロードして提出します。先に記したと
おり、9月修学開始の場合、出願締め
切りは6月なのですが、大学側は出願
の受け付け開始から随時選考を行って
いるため（大学により異なります）、優
秀な学生から合格を通知することにな
り、合格が一定数に達した場合は早め
に選考を終了することがあります。こ
うした事態を避けるためにも、早めに
出願準備を済ませることが重要です。
　無事に選考に通過すると、大学の
Admission officeから、Offer（合格通
知）が出されます。Unconditional offer 

（無条件合格）とConditional offer（条
件付き合格）があり、無条件合格の場
合は期日までに学費の支払いを済ませ
れば入学は確定します。条件付きの場
合は、大学が定める語学試験のスコア
に不足があるため、修士課程が開始さ

図1 取得可能学位一覧

出所：大学ホームページを元に作成

写5 CEPMLPがあるCarnegie Building

出所：筆者撮影（鑓田）



37 石油・天然ガスレビュー

ダンディー大学留学記

JOGMEC

K Y M C

れる前に大学が定める6 〜 8週間にわ
たる語学コース（Pre-sessional course）
を受講し、語学試験に合格する必要が
あります。筆者たちはUnconditional 
offerを受けましたが、修士課程への
スムーズな導入のため、4週間の語学
コースを任意で受講しました。

（2） Induction Programmeと 履

修登録

　無事に学費の払い込みが済むと、所
属学部の事務所から現地における学籍
登録の手続き（Matriculation）や履修課
程、大学施設に関する説明日程が通知
されます。この日程に合わせて英国各
地や欧州、世界各地から学生が集まり、
学生寮の入寮準備や個人で探した物件
への入居準備も始まります。スコット
ランドから入学する学部学生などは、
保護者が車でたくさんの荷物と共に送
り届ける光景が見られました。筆者（鑓
田）は、幼児2名（当時3歳、1歳）を含
む家族で渡航したので、家族用の物件
探し、近くの診療所の調査、日本と異
なる予防接種への対応、そして保育施
設の確保なども行わなければなりませ
んでした。そのため、1カ月ほどの余
裕を持って現地入りし、大学の語学講
座を受講しつつ、生活基盤の立ち上げ
を行いました。
　Induction Programmeにおいては、
学部長やCEPMLPのセンター長の挨
拶に始まり、学位取得に必要な単位数
や必修科目の説明、図書館のツアーや
英語が母国語でない学生向け語学補習
コースの案内とレベルテストなどが実
施されました。このとき、大学のアカ
デミックスタッフの一人が、極めて特
徴的なスコットランド方言でレファレ
ンス（文献参照）に関するガイダンスを
行い、あまりの言葉の違いに早速衝撃
を受けたことを思い出します（のちに
このスタッフはグラスゴー出身者だと
いうことがわかりました）。
　この2週間ほどの期間は、同時期に

CEPMLPに入学する他の学生たちと
専攻を超えて顔見知りになる機会で
す。早速あちらこちらで出身国を含む
自己紹介の花が咲き、どの科目を選択
するのか、指導教官は誰を希望するか
など（実際はセメスター開始後に事務
所から指導教官の割り振りが発表さ
れ、異議がある場合は個別調整という
形でした）、いろいろと情報交換が始
まります。このタイミングでのネット
ワーキングは後々非常に重要になりま
す。というのも、科目によってはグルー
プワークを課されるものがあるほか、
講義に際して読み込まなくてはならな
い参考文献が膨大であることや、講義
後や試験前に理解の確認を目的とした
リーディンググループやスタディーグ
ループを作ることが多く、セメスター
開始時点ですぐに動き出すことができ
るようにしておく必要があるためで
す。
　CEPMLPにはセメスターが3つ（ダ
ンディー大学の他の学部は2つ）あり、
3カ月間の講義が実施されるセメス
ター 1（秋）、セメスター 2.1（春）の
ほかに、6月上旬に1週間集中講義と
して実施されるセメスター 2.2に分か
れています。入学後の履修登録期間に
担当講師から科目の内容に関する説明
を受け、必修科目と選択必修科目の必
要単位数を満たした上で、更に単位に
算入する科目や聴講のみとする科目な
どを選択していきます。セメスター 1
と2.1については、講義開始後2週間
以内であれば登録変更が可能であるた
め、多くの学生が講義内容を（評価方
法や課題の内容も含め）吟味していま
した。

（3） 学生寮  

（On campus accommodation）

　学生寮は、学士、修士および博士課
程の学生を対象に、希望制で入居する
ことが可能です。噂では、postgraduate
の学生はundergraduateの学生より優

先的にキャンパスに最も近い寮に入る
ことができるそうです。6人で1つの
フラットを共有することになります
が、各部屋にシャワー、トイレ、洗面
スペースがあり、共用部はリビング
キッチンのみなので、プライバシーは
保たれます。家賃は月約650ポンドで
電気、水道、インターネット（大学の
無線LANのeduroamに加えて、学生
寮用のLANにも接続可能）はこれに含
まれています。洗濯は別棟の建物で約
2.2ポンド、乾燥は1ポンドでできます。
　学生寮に入ることの1番のメリット
は、時間の節約ができること、すなわ
ち大学キャンパスに近く、移動時間が
短くて済み、更に家探しや家主との交
渉、しばしば起こる水道、ガス、電気
などのインフラ関連のトラブルに煩わ
されずに済む、という点だと思います。
筆者（山本）が入居していたHeathfield
という寮は、一番近い校舎へは1分以
内、図書館へも2分程度で行くことが
できます。隣には大学が運営するジム
があり、学生は月19ポンド（ヨガなど
のクラス利用も含む）で利用可能です。
また、慣れない土地での家探しは時間
とストレスがかかりますし、携帯電話
の契約には銀行口座登録が必要です
が、口座の開設には住所が必要です。
さらに、生活に重要な水道や電気など
のトラブルが起きても、英国ですぐに
対応してもらうことは時に難しいので
すが、寮の施設で問題が起こった場合
には、施設のスタッフが24時間対応
してくれます。
　他のメリットは、同じ寮で生活する
学生との交流です。留学生活の苦労は、
勉強以外でいうと（少なくとも筆者に
とっては）食に尽きました。同じ寮に
住んでいたタイ人と台湾人とほぼ毎週
中華系スーパーマーケットに行き、い
ずれかのフラットで料理を作っていま
した。授業がない時期は、また別の友
人のフラットに夕方から集まり、夕飯
後にそのままキッチンで、あるいは図
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書館に戻り勉強、という生活でした。
　学生寮の家賃は、周辺の相場に比べ
ると必ずしも安いとはいえないようで
すが、1年しかない短期集中の修士課
程で生活面のトラブルに煩わされるこ
とがほぼなかったこと、24時間開い
ている図書館へのアクセスが良いこ
と、また、何かあれば一緒に住んでい
るフラットメイトや寮の友人がいると
いう点は心強く、入ることができてよ
かったと思っています。

（4） グループワーク・リサーチペー

パー・試験

　各科目の評価方法はそれぞれ異なり
ますが、中間・期末の論述試験のほか、
受講者の研究発表（講師が講義する
テーマに即した内容の20分程度のプ
レゼンテーション）や、5人程度のグ
ループによるグループワーク（仮想プ
ロジェクトの経済性評価、国際関係論
における学派に関するプレゼンテー
ションなど）によるものなど、多岐に
渡ります。
　論述試験は、科目によって事前に論
題プールが30問程度公表され、この

うちランダムに15問出題される中か
ら、任意に10問を選択して回答する
などの方法が取られます。試験時間は
2時間、各問に200 〜 300語程度で簡
潔に回答するにしても、2,000語以上
を制限時間内に仕上げなくてはなりま
せん。Non-nativeとして、英語の素養
はそれなりにあるとしても（自己診断
の限り）、論理的な整合性や重要な概
念の提示などに気を配りつつ、説得力
のある回答を仕上げるのは大変なプ
レッシャーです。
　試験は大学のPC端末室において専
用の試験システムにタイピングする形
式で行われます。手書きに比べ、切り
取りと貼り付け機能が使える分、回答
の作成途中で構成を変更したり、文章
を付け足したりという修正が容易なの
はありがたいのですが、普段から自分
がいかに入力文字の自動修正とスペル
チェックに頼っていたかを痛いほど思
い知らされました。そのため、試験準
備期間には、回答内容の準備もさるこ
とながら、1問あたりの回答時間（10
分程度）を想定して、図書館のPC端
末でタイピングの練習をすることもあ

りました。
　論述試験が課されない科目は、中間
または期末に特定の研究テーマに特化
したリサーチペーパー（5,000語程度）
やエッセイ（3,000語程度）により評価
がなされます。論述試験に比べ、時間
的制約が緩やかであることから、執筆
についてのプレッシャーは幾分低いも
のの、時間がかけられる故に、精緻な
論理構成と有用な文献参照・引用が求
められます。ダンディー大学では全学
で学術論文の盗用や剽窃について大変
厳しい罰則があり、適切に参照、引用
がなされていないことが発覚すると、
当該科目の単位が認定されず卒業要件
を満たすことができなくなります。

（5）修士論文

　CEPMLPの修士課程では、修了に
必要な180単位のうち、40単位分を
修士論文（Dissertation：15,000語）ま
た は イ ン タ ー ン シ ッ プ レ ポ ー ト

（10,000語）の執筆により取得します。
　修士論文は、学生個人が1年間かけ
て取り組む研究課題の集大成です。課
程開始後1カ月程度で指導教官が発表

写6 このときは山芋の代わりにおろしズッキーニ、
自家製おたふくソースでお好み焼きを作りました

出所：筆者提供（山本）

写7 Heathfield寮外観

出所：筆者撮影（山本）



39 石油・天然ガスレビュー

ダンディー大学留学記

JOGMEC

K Y M C

され、履修科目の受講や課題と並行し
て、問題意識や論理構成を明確にしな
がら、執筆を進めます。指導教官によっ
ては、担当学生に対して一律に進捗報
告を求めることもありますが、 筆者

（ 鑓 田 ） の 指 導 教 官（Dr. Sergei 
Vinogradov）は完全に自由放任主義
で、時折メールで進捗報告を行い、全
体の構成を提示して適宜了解を得ると
いう形で進められました。
　インターンシップレポートは、学生
個人が受け入れ先となる法律事務所や
資源開発会社を探し出し、インターン
シップ契約を締結する必要がありま
す。守秘情報の取り扱いや従事できる
業務の制約から、実のあるインターン
シップ契約を締結することが難しく

（もちろんCEPMLPやダンディー大学
も契約締結に関してのサポートは行い
ます）、こちらを選択する学生は少な
いのですが、35名ほどいる9月の同期

入学生のうち数人は、自らのインター
ンシップ経験を元にしたレポートを執
筆して、必要な単位を取得します。
　英国における修士課程のほとんど
は、Taught masterという講義主体で、
1年間で学位を取得する体系のため、
修学開始時点から1年後の修士論文提
出を見据え、自身の問題意識の明確化、
それにできる限り対応した履修科目の
登録など、大変忙しい日々を送ること
になります。後にも筆者たちが修めた
LLMコースの概要を記しますが、7科
目を受講し並行して修士論文の執筆を
進めるというのは、時間的な制約のみ
ならず、精神的にも大きなプレッ
シャーがかかります。とはいえ、普段
の実務から離れて1年間を学生として
過ごせるのは大変贅沢なことでもあり
ます。

（6） International Oil and Gas 

Law and Policy LLM

1.  International Oil and Gas Law and 
Policyについて

　CEPMLPにおいて、石油・天然ガ
ス資源を扱う学位は、経済学のMSc、
資源開発マネージメントのMBA、そ
して法学や政策学の側面から取り組む
LLMの3つがあります。筆者（鑓田）は、
LLMコースの学生として、国際石油
ガス法律・政策に関する課程を履修し
ました。それぞれの学位の学生数とし
て は、MScが 10 名、MBAが 3 名、
LLMが15名程度で、出身はアフリカ
各国の政府派遣留学生や法律事務所勤
務経験者が3分の2、残りがヨーロッパ、
アメリカそしてアジア（モンゴル、中
国、日本）となっていました。LLMの
学生は、アメリカ出身弁護士の旺盛な
ボランティア精神とリーダーシップに
より、急速に一体感を高めていきまし

表1 International Oil and Gas Law and Policy LLMでの1年間
（2017年〜2018年）

出所：筆者作成（鑓田）

年月 内容

2017年8月 Pre-sessional course（ライティング、リーディング、リスニングおよびプレゼンテーション
の4技能の習得を目的とした学術英語準備コース）

2017年9月〜11月 • Induction（School of Social Scienceとしての2週間の導入コース）
• 履修登録（関心のある授業を履修なしに2回まで聴講可能）
• セメスター1
　• Petroleum Policy and Economics （group work）
　• Legal Framework for International Project Finance
　• International Petroleum Law and Policy （Mid-exam）
　• International Law of Energy and Natural Resources（聴講）

2017年12月 セメスター1試験（3科目）

2018年1月末 セメスター1リサーチペーパー提出（2科目）

2018年1月〜3月 • セメスター2.1
　• National and Comparative Oil and Gas Law 
　• Politics of Climate Change and Natural Resources （30 mins presentation）
　• International Relations and Energy and Natural Resources （group work）
　• Environmental Law and Policy for Natural Resources（聴講） 

2018年4月 • AIPN International Summit 出席　於　ロンドン（3日間）
• セメスター2.1試験（1科目）
• 修士論文骨子提出、Academic Advisorとの面談

2018年5月 セメスター2.1リサーチペーパー提出（3科目）

2018年6月　 • セメスター2.2（1週間の集中講義）
　• Oil and Gas Contractual Matrix

2018年7月 • セメスター2.2課題提出
• 修士論文骨子最終提出

2018年8月 修士論文執筆

2018年9月 • 修士論文提出
‘Natural gas supply security enhancement in Japan through LNG trading hub establishment’
• 第40回Oxford Energy Seminar出席　於　オクスフォード（10日間）
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た。必修科目や選択者が多い科目ごと
作られたWhatsAppとよばれるアプ
リによるグループチャットで、リー
ディンググループやスタディーグルー
プが次々と作られました。講義の理解
や課題への対応などを深夜まで話し合
い、そして時には誰かの誕生日を祝い、
1年間を過ごしました。
　修士課程修了には、先に述べたよう
に1年間で180単位（7科目140単位と
修士論文またはインターンシップレ
ポートで40単位）を取得する必要があ
り ま す。International Oil and Gas 
Law and Policy LLMの場合、必修科
目は国際石油法・政策、比較石油ガス
法の2科目、選択必修科目は石油政策
経済学（初めて開講された当時は、現
在チャタムハウス＊1 のリサーチフェ
ローを務めCEPMLPの名誉教授であ
るポール・スティーブンス氏が担当）、
石油ガス契約マトリクスの2科目、こ
のほか選択科目として国際プロジェク
トファイナンス、資源開発と気候変動
の政治学、エネルギー資源開発と国際
関係論の3科目を登録の上、履修しま
した。1年間のスケジュールは表1の
とおりです。

2. さまざまな課題への対応
　担当講師により、各科目での課題は
さまざまです。個人によるプレゼン
テーションを重視する場合もあれば、
特定のテーマでグループプレゼンテー
ションを行う場合もあります。また提
示された課題についてのショートエッ
セーをまとめる場合や、架空のプロ
ジェクトにおける経済性評価なども求
められました。CEPMLPにおいては
実務経験者が学生の大半を占めること
から、それぞれのこれまでの経験を活
かして、グループワークの場合は喧々
諤々、さまざまな意見を出し合うこと
ができるのはとても有意義な機会でし
た。
　筆者（鑓田）が受講した科目の中で特

徴的だったものは、6月上旬の集中講
義で行われた石油ガス契約マトリクス
における課題です。これは、ある架空
の 国（t h e C o m m o n w e a l t h o f 
PetroLand）における石油開発事業の
権益譲渡に際し、与えられた契約書類
や事業実施国の 石油法、事業に参加
する各当事者の設立国における会社法

（すべての参考資料の合計は500ペー
ジ超）などの観点から、クライアント
に 対 し て 必 要 な 法 的 助 言

（Memorandum of Advice）をまとめる
というものでした。学生はランダムに
2グループに分けられ、グループ内で
課題の対応について相談することが可
能です。また課題の提出までに担当講
師と2回の電話会議を行い、不明点の
質問や助言を受けることができます。
　課題の設定は、80 ％権益を保有す
るオペレーター A社、事業国の石油
法で15％権益の保有が規定されてい
る国営石油会社B社（商業発見までの
コストは他権益保有社が負担）、5%の
権益を保有するC社（商業発見までの
コストはA社が負担という条件で参
入）がおり、試掘井 1 号の掘削を前に、
C社が保有する権益の50%（全体の2.5%
相当）を第三者であるD社に譲渡（譲渡
対価は現金および非上場であるD社の
株式と新規発行株式の組み合わせ）す
るというものです。これについてC社
に対し必要な法的助言を行うことが求
められます。
　本稿では、詳細な回答は記載いたし
ませんが、商業発見までのコストをA
社が負担している状況においてC社の
権益譲渡が認められているのか、D社
に譲渡する権益は全体の2.5%となる
が事業国の石油法において規定される
最低保有権益比率に抵触しないか、譲
渡対価に対する課税や会社法上の手続
きなど、さまざまな観点が考えられま
す。このように極めて実践的な課題が
与えられ、バックグラウンドの異なる
実務経験を有する仲間の学生とじっく

りと取り組むことは、まさに実世界の
事業の縮図ともいえると思います。

3. 学生団体設立
　筆者（鑓田）はLLMコースの学生で
したが、選択必修科目で石油政策経済
学を履修していたため、この科目では、
ガーナ、タンザニア、ウガンダの各国
省庁の国費留学生たちとグループを組
み、課題に取り組みました。また、修
士課程入学前に石油・天然ガス上流開
発事業の経済性評価業務にも従事して
いた経験から、MScコースの学生と
も頻繁に交流がありました。CEPMLP
においては、各科目での課題について
も学術分野横断的な取り組みが奨励さ
れており、学生が選択したコースに縛
られることなく、幅広い知識を習得で
きるようになっています。
　こうした背景もあり、世界的な石油
経済学会であるIAEE：International 
Association for Energy Economicsの
英 国 支 部 で あ る BIEE：British 
Institute of Energy Economicsに加盟
する大学支部を学生団体として設立し
ようという動きに、親交のあったガー
ナ出身の学生から声をかけてもらい、
参画することになりました。金属鉱物
資源に関するコースを履修する学生
は、CEPMLPに Mining Clubと い う
独自の学生団体があるにもかかわら
ず、石油・天然ガス資源にはこうした
ものが存在しないという状況でしたの
で、学生の交流と必要な知識・技術を
提供するプラットフォームを設立しよ
うという理念の下にはじまりました。
　しかし、新たな組織を大学の公認団
体として設立するというのは、定款と
構成員の名簿作成、幹部の選出、活動
資金の原資となる拠出金（大学の公認
団体として助成を受けるには構成員か
らの拠出金が不可欠）の集金など、所
定の手続きが必要です。しかし、筆者
が選択したLLMコース紹介の冒頭で
も記したとおり、学生の3分の2を占
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めるアフリカ出身者は、皆はっきりと
した意見を持ち、全員の前で一つ大演
説を打ち、徹底的に議論をして物事を
進めたいと考える学生が多いのが特徴
です（必ずしもそうでないかもしれま
せんが）。このため、発起人を含めた
コアメンバーで事前に相談してまとめ
上げた案について、単に賛否を問うと
いう形で議論が進められないことが
多々あり、設立準備が停滞することが
しばしばありました。その割に、先の
大演説を行った者がコアメンバーとな
り、積極的に進めて行きたいかと問え
ば、そのようになるわけではありませ
ん。資源開発を進める上で、ローカル
コミュニティとの合意形成というの
は、しばしば頭を悩ませる注意すべき
問題ではありますが、まさにそれを再
現するようなやり取りが続いたのも今
となっては良い思い出です。
　紆余曲折を経て、学生団体は大学の
公認を取得し、BIEEに大学支部とし
て加盟することとなり、そして最終的
に、筆者は団体の副代表に就任しまし
た。職責としては、団体の活動として

大学外部からのゲストスピーカー招聘
（アバディーン大学など）や、学内ディ
スカッションテーブルやワークショッ
プの開催（最適化計算を行うプログラ
ミング言語であるGAMSに関するワー
クショップなど）をするほか、代表の
職務を補佐することとなりました。

（7） International Mineral Law 

and Policy LLM

1.  International Mineral Law and 
Policyについて

　資源エネルギー関係の大学では、石
油と金属鉱物が一つのコースとして提
供されることも多いかと思いますが、
CEPMLPでは独立してMineral Law 
and Policyという法学修士課程コース
を設置しています。このプログラムは、

「持続可能な開発」をベースとした鉱業
関連の法政策の知見習得による実務
家・研究者の能力開発を目的として、
鉱業法規制とこれに関連する国際法

（投資法、環境法、人権法など）に特化
した科目が提供されています。鉱業プ
ログラムの必修科目は鉱業法と資源経

済法政策、選択必修科目には国際天然
資源法、天然資源およびエネルギーの
環境法、プロジェクトファイナンスの
法的枠組み、米国との提携プログラム
による交渉実習などがあり、資源関連
の法政策からプロジェクトへの適用に
至るまでの実践的なクラスが準備され
ています。また、石油・天然ガスと同
様にマネージメントのプログラムがあ
ることもあり、こうしたクラスは、法
学専門の教授や弁護士だけでなく国際
機関や鉱山企業出身の実務家も含めた
講師陣が担います。例えば、筆者（山本）
が履修した資源経済法政策ではメ
ジャーのRio Tintoの元チーフエコノ
ミスト、金属・石油税制では元IMF
の税政策部門のヘッドが授業を担当し
たほか、鉱業契約ドラフティングでは、
現役の米国人とブラジル人弁護士がコ
モンローと大陸法の違いも交えながら
教鞭を執っていました。

2.  Mineral Law and Policyでの学習
　筆者は2018年8月に渡英し、大学
が提供する学術英語準備コースを履修
したのち、9月からコースが始まりま
した。LLMコースは合計180単位の
取得が修了要件であるため、授業を全
部で7科目（20単位×7）、加えて修士
論文またはインターンシップレポート

（各40単位）を選択します。そのため、
各セメスターには3 〜 4科目ほど履修
するので、授業自体は週3 〜 4回、各
3時間となります。授業は、教授によ
りアプローチは異なります。座学形式
のものもあれば、ソクラテス方式を好
む講師の場合には、事前課題を与えて
おき、クラスで指名して答えるという
形がとられました。いずれの場合でも、
科目ごとに毎週リーディングリストに
基づいた文献精読による予習と、必要
に応じ宿題が課されますし、セメス
ターの半ばに小テストやプレゼンテー
ションがあれば、その準備も必要にな
ります。さらに、途中からCEPMLP

写8 学生団体設立総会後の様子

出所：筆者提供（鑓田）
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のポスドクおよび同じLLMコースの
学生と共同で学術ジャーナルへの投稿
論文執筆を始めたこともあり、当時は
とにかく毎日何かの課題を乗り越える
ことに必死でした。今振り返ると、一
つの研究テーマを体系的に学び、調べ、
専門の先生に質問や議論をぶつけ、そ
のフィードバックが得られるというの
はとても贅沢な時間だったと思いま
す。
　筆者の1年間のスケジュールは表2
のとおりです（2018年当時のプログラ
ムです）。
　2018/2019 の Mineral Law and 
Policyクラスは15名ほど、アフリカ、
南米、ヨーロッパ、アジアからと満遍
なく学生が集まったバラエティ豊かな
ものとなりました。彼らの専門は弁護
士が最も多く、ほかには地質学者、採

掘エンジニア、また、マネージメント
や税務コースにはエコノミストや税務
アドバイザー、その他別業界からの転
身を図る人もおり、いずれも数年から
10年近く実務経験を積んでいる学生
がほとんどです。初めは皆、そうした
経験を自信満々に紹介するのですが、
12カ月で終える修士課程はなかなか
にハードなので、いざ授業が始まり数
週間経つと、横に座っている学生に様
子を聞いたりして、協力し合い、いわ
ゆるスタディーグループ（任意で作ら
れる自習グループ）が作られるように
なります。
　また、人数はそれほど多くないこと
もあり、講師と学生の距離はとても近
く、質問や相談も親身に対応してくれ
ます。筆者のAcademic Advisorであ
るDr. Ana Bastidaとは、Mining Law

の授業のリサーチペーパーや修士論文
について、時には毎週面談していまし
た。他方で、メール不精な講師もいる
ので、どうしても連絡を取りたいとき
には、講師の部屋の前で朝一から待つ

（筆者はよくこの作戦をとりました）、
WhatsAppでメッセージを送るあるいは
電話するという手段も「あり」でした。

3. 授業の一風景
　自身の研究テーマ（修士論文）につい
て紹介したいとも思いましたが、「石
油・天然ガスレビュー」ということも
ありますのでこれは別の機会にして、
ここではなかでもユニークな授業だっ
た T r a n s a t l a n t i c N e g o t i a t i o n 
Simulation Exerciseについて書きたい
と思います。これは、15年続いてい
る 米 Washington College of Law of 

表2 International Mineral Law and Policy LLMでの1年間
（2018年〜2019年）

出所：筆者作成（山本）

年月 内容

2018年8月 Pre-sessional course（ライティング、リーディング、リスニングおよびプレゼンテーションの4技能の習得を目的とし
た学術英語準備コース）

2018年9月〜11月 • Induction（School of Social Scienceとしての2週間の導入コース）
• 履修登録（関心のある授業を履修なしに2回まで聴講可能）
• セメスター1
　• Mineral Resources Policy and Economics
　• International Law of Natural Resources and Energy（15 min. presentation）
　• Legal Framework for International Project Finance

2018年10月 • ロンドン出張（ICMM（国際金属評議会＊2 訪問）
• 学術ジャーナルOGEL（Oil, Gas & Energy Law）への共同論文執筆開始（2020年3月出版）

（‘Tracing Social Licence to Operate in the Mining Sector of Mongolia, Kazakhstan and Uzbekistan’）

2018年12月 セメスター1試験

2019年1月末 セメスター1リサーチペーパー提出

2019年1月〜3月 • セメスター2.1
　• Mining Law from a Global Perspective（short report and 20min. presentation）
　• Mineral and Petroleum Taxation（Mid exam）
　• Transatlantic Negotiation Simulation Exercise（15 min. presentation, weekly report and negotiation exercise）
　• Environmental Law and Policy for Natural Resources（聴講）

2019年4月 • Community Rights and Expectations in Natural Resource Development （3-day seminar, voluntary-basis）
• セメスター2.1試験

2019年5月半ば セメスター2.1リサーチペーパー提出

2019年6月 • Queen Mary University of Londonとの年次交流会
• WAOML（World Association of Mining Lawyer）年次会合　於　マラケシュ（2日間）
• 修士論文骨子提出
• セメスター2.2（1週間の集中講義）
　• Structuring and Documenting International Mining Transactions

2019年7月始め セメスター2.2試験およびエッセイ提出

2019年8月 修士論文執筆、Academic Advisorとの面談

2019年9月半ば 修士論文提出
‘Governing Land Access: A Focus on Non-Indigenous Peoples Under Responsible Mining’
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t h e  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y , 
I n t e r n a t i o n a l L e g a l S t u d i e s 
Programmeとの共同講座で、ビデオ
および電話会議による交渉演習授業で
す。この演習では、ダンディー大学側
がアフリカの架空の国Malundi（マル

ンディ）の国営キャッサバ生産企業、
アメリカン大学側がアメリカの巨大製
薬企業という設定で、マルンディ国内
に二者で医薬品原料となるキャッサバ
抽出物生産施設を建設する計画を実現
するため、合弁事業契約、キャッサバ

抽出技術に係るライセンス契約などに
係る合意書（Letter of Intent）締結に
向けた交渉を行うというものです。全
5回の交渉（ビデオ会議。うち1回は電
話会議）のうち、クラス全員が一度は
交渉代表団として相手方と直接交渉す
る機会が求められます。
　この授業は、テストがない代わりに
授業へのコミットメントが大きいこと
が特徴です。木曜日に講師による授業、
各自決めたトピックに基づくプレゼン
テーション、翌日の演習に向けた議論
と文書のドラフティングを3時間の枠
で行い、終わらなかった演習準備は大
学のイントラネットを使ったコミュニ
ケーションボードで時には夜中（2 〜 3
時くらい）まで議論を続けます。そし
て、いよいよ金曜日の夕方17時から
交渉が始まり、休憩を挟みつつ21 〜
22時まで続きます。その後、今週の
振り返りレポートを提出し、期末には
ショートエッセイ（3,500語）の提出が
あります。こうしたハードな科目にも
かかわらず毎年人気のこの授業は、
2018年は特に多く、LLMコースだけ
でなく他のコースからも履修者があり
全体で19人となりました。
　授業で驚いたことは、アフリカ系の
学生のアサーティブな（積極的で率直
な）姿勢です。19人のクラス（アフリ
カ系15人、南米系2人、アジア系2人。
他のクラスではヨーロッパ系、アジア
系がもう少し多い）で、誰かが話して
いるのにも構わずに12人くらいがど
んどん話し出すので、各自の意見が全
く聞こえないのです。自国に帰れば皆
attorney（弁護士）、arbitrator（仲裁人）
やlitigator（訴訟当事者）としてきちん
としている（意見自体は得るものが多
いですし、交渉の外で行われるプレゼ
ンテーションを聞くと、やはりプロ
フェッショナルです）ようなのに、こ
の姿勢には驚きました。南米系も、プ
ライベートで話すとおしゃべりで陽気
な人たちで、授業でもよく発言します

写10 交渉演習最終日、クラスメイトと

出所：筆者提供（山本）

写9 交渉演習の様子（アメリカン大学法科大学院生とのビデオ交渉）

出所：筆者撮影（山本）
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が、この場ではなかなか主張しづらそ
うでした。このままでは議論が進まな
いので、筆者は一度「誰が話すのかはっ
きりさせてから話そう。全く聞こえな
いしうるさい」と声を張ってしまいま
した。その率直さが受けたのか、全く
もって賛成だと思ってくれたのか、そ
の後は互いにその場を収めようという
雰囲気が生まれ、その後の議論におい
ても筆者が議論のまとめ役を務めるよ
うな形になりました。
　もう一つ印象的だったのは、多様な
メンバーの各々の主張には出身国や専
門領域が見えてくるということです。
アフリカ人弁護士は自国の資源の管理
は外国にコントロールされるべきでは
ないという主張が大きく、ペルー人弁
護士は、支配権よりも企業に対する
CSRプログラムの強化を強く主張し
ていました。他方で、チリ人弁護士は
より客観的に法的観点での意見を述
べ、アフリカ系でもエコノミストであ
ればより現実的な案を志向します（も
ちろん一概にはいえず、筆者の印象に
過ぎませんが）。元政治家秘書の台湾
人は、弁の立つ相手方の勢いを削ぐた
めの駆け引きを提案し、一時不利にな
りかけた形勢の立て直しに貢献しまし
た。筆者は、業務とは異なる資源国の
立場を新鮮に感じつつ、コマーシャル
ネゴシエータとして、実質的な権利を
得るためにアフリカ人エコノミストの
案に具体的な数字や事例を加えて支持
したり、似た意見を集約したりするこ
とでバランスをとりました。
　実際の交渉は、代表交渉団5人、そ
の他の学生はビデオ会議という方式を
生かしてWhatsApp経由で相手に知
られないようにサポートするほか、代
表メンバーの振る舞いについて観察し
後でフィードバックを与えます。普段
の授業には私服で来る学生が、代表団
になるとスーツや鮮やかなワンピー

ス、民族衣装で意気込みを見せてプロ
の顔になるのは見ものでした。相手方
のアメリカ人（相手方グループにはト
ルコ人、韓国人、インド系もいました
が、流石の（？）交渉学の本家といえま
しょうか）とアフリカ系の応酬が激し
く、南米・アジア組は毎回内心かなり
焦っていました。自身が実務で経験し
たカナダ人や南アフリカ人との交渉の
場では、これほど攻撃的な交渉スタイ
ルが取られる様子を見たことがなかっ
たので不躾にならないのかとはらはら
していましたが、それでも取りたい条
件を取っていたのは、主張の根拠が客
観的で説得力あるものであったからで
しょう。

（8）大学付属保育園

　最後に大学付属保育園の存在なしに
筆者（鑓田）の留学体験を語ることはで
きません。大学には職員および学生の
子ども向けに私立の保育園（nursery）
が用意されています。自治体が運営す
る公立の保育園と比べると割高ではあ
りますが、大学に籍を置く保護者の子
どもが優先して入所でき、大学のキャ
ンパス内に位置するという点が大変助
かりました。妻も大学でパートタイム
の学生（フランス語専攻）をしていたと
いうこともあり、毎朝9時前に当時1
歳と3歳の子どもたちを保育園に送り
届け、1限目からの講義に直行、もし
くは図書館に籠り文献精読、予習や課
題への取り組み、修士論文の執筆と学
業に没頭できたのはありがたい限りで
す。
　長男は日本の保育園に渡航直前まで
通っていたとはいえ、英語の素養は全
くない状態でしたので、最初の数週間
は別れ際の涙あり、もちろん、幼児期
ですので突然の発熱などにより迎えの
要請もありました。それでも子どもの
順応性は素晴らしいもので、1年が過

ぎる頃には英語でのやり取りには全く
不自由なく、保育者であるDundonian

（ダンドニアン：ダンディーの地元の
人々をこのように呼びます）の話すス
コットランド訛りの言葉を習得してい
ました（わかりやすい例としては、「エ
イ」の発音が「イー」と変化するので、
OK（オーケイ）が「オーキー」、Great!

（グレイト！：いいね！）が「グリー
ト！」、数字のeight（エイト）が「イー
ト」など）。

おわりに：

　スコットランドのダンディー大学に
おける留学生活を紹介してきました
が、いかがでしたでしょうか。この記
事を読んでくださった方の中から、ダ
ンディー大学に留学を希望される方が
出てくれば、大変嬉しいことです。大
学自体の魅力もさることながら、美し
い自然が豊かなスコットランドが見せ
てくれるさまざまな風景もまた、筆者
たちの心に残っています。
　記事の中でもお伝えしていますが、
CEPMLPの学位は学術的に法学の概
念を追求するというよりは、実務経験
に即したプログラムで構成されている
といえます。学生の経歴を見ても国営
の資源開発会社や政府機関、弁護士や
会計士などの専門的な職業人が多くを
占め、それぞれ10年近い実務経験を
有するのが特徴です。まさに資源開発
の実務の上で相対する、もしくは協働
することの多い、多国籍かつ多様な専
門性を有したプロフェッショナルと1
年間の修士課程を共にすることになり
ます。こうした特徴を持つ高等教育機
関は珍しく、石油・天然ガスや金属鉱
物資源のみならず、持続可能な資源開
発に必要な専門家を今後も多く輩出し
てくれることでしょう。
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<注・解説>
＊1： 英国王立国際問題研究所（Royal 

Institute of International Affairs：
RIIA）。国際的な情報発信力、
大きな影響力を持っており、国
内外から著名な有識者が参加
し、国際経済、国際政治情勢な
どをテーマに、活発な議論を交
わしている。所在地の名をとっ
てチャタム・ハウス（Chatham 
House）とも呼ばれる。

＊2： 国連が掲げる持続可能な開発に
基づき、鉱業における環境・社
会的パフォーマンスの強化を目
的に鉱山企業が設立した国際機
関。

写11 スコットランド西部Skye島の風景

出所：筆者撮影（鑓田）


