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カナダ・カルガリー大学ロースクール
留学記　石油の街で資源エネルギー法を学ぶ

はじめに

　『石油・天然ガスレビュー』の読者の
方々のなかには、カナダ西部アルバー
タ州最大の都市カルガリーをご存知の
方も多いかと思う。もしかしたら、実
際にカルガリーに駐在された方もい
らっしゃるかもしれない。アルバータ
州は「北のテキサス」とも呼ばれる北米
の石油産業のハブであり、カルガリー
には石油会社やパイプライン会社が拠
点を構えている。
　本稿はそのような石油の街カルガ
リーのロースクールに留学し、資源エ
ネルギー法を学んだ筆者の留学記であ
る。社会人留学生としてロースクール
へ派遣された筆者のカナダでの体験を
元に、海外のロースクールというのが
どのようなものかを紹介したい。資源
エネルギー業界のみならず海外留学に
関心のある方の参考になれば幸いであ
る。
　なお、JOGMECは資源エネルギー
の専門性を高めるために、これまで他
国にも留学生を送っている。ロシアの
大学院留学については原田大輔著の

「ソ連石油地質学の父の膝元で学ぶ：
グープキン大学留学記」（『石油・天然
ガスレビュー』2011年9月号）、スコッ
トランドの大学院留学については鑓田
真崇著・山本万里奈著の「ダンディー
大 学 留 学 記 」（『 石 油・ 天 然 ガ ス レ
ビュー』2020年5月号）も併せてご覧
いただけると幸いである。

1.  海外ロースクールへの
留学準備

（1） 留学の動機

　筆者が海外のロースクールへの留学
を目指すことになる直接の動機は、業
務のなかで海外産油国と交渉する際に
英語の知識のみならず、一定の英米法
の知識が必要であると感じたからであ
る。新卒採用としてJOGMECに入構
した筆者は、入構後は総務部戦略企画
室で技術ソリューション事業という新
規事業の立ち上げに従事し、併任では
あるがアフリカ資源外交や海洋資源開
発などにも関わった。その後、石油開
発技術本部探査部海外探査課（当時）で
本邦企業の上流石油開発を推進する海
外地質構造調査事業における産油国と
の契約交渉・英文法務の担当を務めた。
　国際的な石油業界のプロジェクト契
約書の準拠法は英米法となることが一
般的である。交渉・契約の担当者とし
て勤務するなかで、複雑な上流石油開
発のプロジェクトをめぐる国際交渉で
は、案件の中身の理解に加えて英米法
に関する専門知識が不可欠であるとの
考えに至った。
　そのようななか、偶然にも勤務先で
海外留学に関する内部募集があり、応
募したところ選考を通り、海外ロース
クールに合格した場合は留学生として
派遣される運びとなった。企業勤めか
ら海外のロースクールを目指す例は身
近にはなく、このため試行錯誤での
ロースクール受験となった。

（2）留学への道

①勤務先の理解を得る
　社会人が海外へ留学する場合は、勤
務先との調整がどうしても必要とな
る。これは留学後に復職する場合はな
おさら大切となる。退職して海外留学
に出る場合は何をどこで学ぼうと自由
であるが、復職を前提に留学に出る場
合は勤務先の業務に貢献しうる留学で
あることが当然求められる。
　留学中に筆者は復職を前提に海外留
学に出た他の日本人にも会う機会が
あったが、勤務先と留学に関する調整
を行うなかで念頭におくことは、「自
らの学びたいこと」「自らの得意なこ
と」そして「勤務先が求める人材」の3
つを可能な限り重ねることである。「自
らの得意なこと」は日々の業務のなか
で見えてくることが多く、「自らの学
びたいこと」は就職前から学びたかっ
たことかもしれないし、業務を通じて
高めたいと感じるようになった専門性
かもしれない。
　ただ、「自らの得意なこと」と「自ら
の学びたいこと」のみでは勤務先の理
解を得ることは難しく、勤務先から気
持ちよく留学に出してもらうためには

「勤務先が求める人材」を正確に把握す
ることが必須である。
　この「勤務先が求める人材」を把握す
るためには、まず、日頃の業務を行う
なかで「現在の勤務先の状況」と「現在
の勤務先のあるべき姿」という勤務先
の現状分析を行うことがよいかと思
う。例えば、「勤務先は一定の事業に
力を入れているが、現在の勤務先に必
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要なスキルを持った人材は揃っている
であろうか」などを考えてみることで
ある。
　これに加え、「現在の勤務先の状況」
と「将来の勤務先の状況」というよう
に、時間軸で検討することも必要であ
る。例えば、「勤務先の今後の経営戦
略のなかで、どのような人材開発の余
地があるであろうか」や「将来的に力を
入れる事業内容や役割を実現するため
にはどのような人材が必要であろう
か」などを検討する。さらには、「新た

な事業や役割を担うなかで勤務先は新
たな事業リスクに直面しないであろう
か」や「新たな事業リスクを解決するた
めにはどのようなスキルを持った人材
が必要であろうか」も考えてみる。
　勤務先が現在の役割を果たし、さら
に将来的な変化に対応するためにはど
のような人材開発の余地があるかを把
握したら、自らのこれまでのキャリア
を踏まえながら、「自らの得意なこと」

「自らの学びたいこと」そして「勤務先
が求める人材」のベクトルが重なるか

を考える必要がある。この3つのベク
トルが同じであるほど、勤務先からは
気持ちよく海外留学に出してもらえ
る。また、海外留学先の大学院の合格
の可能性を高める上でもこれらの分析
結果を留学先に提出する志望動機の
エッセーに反映させることは大切であ
ると考える。
　多くの勤務先では人事異動は偶然の
重なりのように感じられ、キャリア形
成の明確な道筋が見えないと悩む方も
多いかもしれない。この点に関しては、
スタンフォード大学のジョン・D・ク
ランボルツ教授の人材開発論である

「 計 画 さ れ た 偶 然 性 理 論（Planned 
Happenstance Theory）」が参考にな
る＊1。クランボルツ教授はキャリアと
いうものは本人の意思とは無関係な偶
然の連続で形成されてしまうと考える
のが現実的であるととらえ、従来の人
材開発論の主流であった「キャリアと
は自らの計画の成果である」という考
えを否定している。その上で、クラン
ボルツ教授は先行きの見えない時代こ
そ偶然の連続により左右される自らの
キャリアを肯定的にとらえ、努力によ
りこれを最大限に活用することが大切
であると説いている。クランボルツ教
授によると、外的要因に左右される自
らのキャリアに意義を見つけるために
は好奇心、持続性、楽観性、柔軟性、
冒険心という5つの人生観が必要であ
るとのことである。
　このように、自らのこれまでのキャ
リアを冷静に分析し、一貫性やストー
リー性がなさそうな職歴や業務内容か
ら「これまでの自分のキャリア」と「自
分が目指すキャリア」を把握すること
が大切である。海外留学となると、た
とえ留学期間が僅か1年間であろうと
も、さまざまな困難に直面する。慣れ
ない異国での学業や生活で挫折しない
ためには、同僚や上司からの応援は欠
かせないし、留学先で心挫けそうに
なったときに初心に戻り「なぜ自分が

図1 社会人留学の考え方

出所：筆者作成

図2 社会人留学の機会の創出

出所：筆者作成
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留学に出たか」を時折思い出すことが
必要になる場面もあろう。留学前にこ
れらを整理することは職場の理解を得
るために必要なプロセスという面もあ
るが、それ以上に留学中に迷いが生じ
た際の自らの羅針盤となる。

②留学先を選定する
　職場の理解を得られたら、留学先を
絞り込み受験することになる。
　まず、留学先の絞り込みであるが、
どの大学院であれば勤務先に持ち帰る
スキルや専門性を習得できるかを調査
する必要がある。海外大学院のランキ
ング表も参考になるが、社会人留学生
となると必要な専門性やスキルをどこ
で手に入れられるかがより重要になる
であろう。
　このように「業務に直結する専門性
を身に付け実務に関係するスキルを磨
く」という視点で大学院を調べると、
実務的な教育に主眼を置いている大学
院や、自らが属する業界と深い関係を
持つ大学院が浮かび上がってくるであ
ろう。また、日本の企業と深いパイプ
で結ばれている大学院もあるかもしれ

ない。一般的に知名度が高い海外の大
学院が必ずしも自らのキャリアに最適
であるとは限らないのである。
　筆者もロースクール選びにあたって
は、イギリス、アメリカ、オーストラ
リア、カナダとさまざまな国のロース
クールを検討した。そして石油業界関
係者や、資源エネルギー法を専門にす
る大手法律事務所の弁護士と意見交換
するなかで、業界との関係を持ってい
るロースクールに進学することが自ら
のキャリアにとって最善であるとの結
論に至った。その結果、筆者の属する
石油業界と関係が深く、石油業界で活
躍する法律家を多数輩出しているロー
スクールに絞り込み、カルガリー大学
ロースクールのみを受験した。
　なお、筆者は勤務先との調整の結果
としてカルガリー大学ロースクール1
校のみに願書を出したが、これは本来
であればあまりお勧めできない。海外
では「合格する可能性が高い大学院」

「チャレンジ枠の難しい大学院」「滑り
止めの大学院」と3つのカテゴリーを
設けて数校へ出願することが一般的で
ある。

③海外大学院の受験
　海外大学院への留学では、ロース
クールに限らず、①志望動機のエッ
セー、②学部時代の成績表（大学院に
進学した場合は大学院時代の成績表も
必要）、③学部時代の教授や職場の上
司の推薦状（通常それぞれ1枚ずつ）、
④英語力の証明が必要になる。
　加えて、ロースクールやビジネスス
クールを受験する場合は、⑤共通試験
の成績が必要になる場合があるので、
これらの共通試験の準備を予め行うこ
とが必要となる。
志望動機のエッセー

　志望動機のエッセーは、なぜその大
学院を受験するのか、大学院のプログ
ラムがこれまでのキャリアや今後の
キャリアにどのように関係するかなど
を記述することが求められる。
　特に社会人留学生に関しては、大学
院側も留学生が自らの業界に戻って活
躍することを期待しているので、大学
院修了後のキャリアを具体的に明示す
ることで合格の確率が増えると考えら
れる。
　志望動機のエッセーの内容は、自ら
の留学に至るキャリア、留学中に得た
いスキルや専門性、そして大学院修了
後のキャリアプランなどを可能な限り
具体的にストーリー性をもって書くこ
とがよいとされている。
学部時代の成績表

　海外大学院が学部時代の成績に対し
てどの程度の重みをつけるかは国や専
門分野によって異なる。さらに、技術
系の大学院かそれ以外のビジネスス
クールやロースクールかによっても異
なるので注意が必要である。
　一概にはいえないが、北米の大学院
がどちらかというと学部時代の成績、
共通試験の成績、そして社会人経験な
どを総合的に評価するのに対し、イギ
リスなどのヨーロッパの大学院は主に
学部時代の成績や論文発表の有無など
の学業で評価する傾向があるといわれ

図3 クランボルツ教授による「計画された偶然性理論」

出所：各種文献を基に筆者作成
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ている。
　社会人留学生の最大の強みは実務経
験があることなので、学部時代の成績
に自信が持てない場合は、総合的な評
価を行う大学院を受験し、志望動機の
エッセーや勤務先からの推薦状などで
実務経験をアピールする方法がある。
大学院や専門分野にもよるが、通常は
3年程度の実務経験がある場合、総合
的な評価を行う大学院が学部時代の成
績表のみで合否を判定することはあま
りないと考えられる。
推薦状

　推薦状は、受験者の性格や人柄をア
ピールする志望動機のエッセーと並ぶ
大切な書類である。多くの海外大学院
では一般的に推薦状2通から3通の提
出を求め、そのうちの1通を学部時代
の教授からの推薦状と定めている。こ
のため、社会人留学を考えている場合
は留学準備の早い段階から学部時代の
恩師と連絡を取り、学部時代の活動や
学業について思い出してもらうことが
大切である。
　また、残りの推薦状を誰に書いても
らうかという点については、職場の上
司に書いてもらうことが大学院に対し
て社会人経験をアピールする上で最適
であろう。筆者の知る限りでは、多く
の社会人留学生は具体的な業務内容や
勤務態度を熟知している直属の上司と
推薦状の内容を詰め、可能であれば業
務上接点のある幹部に推薦状を出して
もらっているようだ。誰が推薦状を書
くにしても、推薦状には具体的な職歴
と経験を記述するだけでなく、受験者
の人柄が伝わるエピソードを交えるこ
とが望ましい。
英語力の証明

　多くの英語圏の大学院では、アカデ
ミックな英語力を測定する語学試験を
受験し、一定の成績を収めることが必
要となる。これまではTOEFLが広く
使われてきたが、数年前からIELTS
が普及しているといわれている。具体

的にどの英語力の証明試験が必要なの
かは各大学院の学生募集サイトに記載
されている。英語力の証明はあくまで
も大学院の講義についていけるかの証
明であるので、大学院側が要求するス
コアをクリアすれば通常は問題ないと
いわれている。なお、英語圏の大学・
大学院からすでに学位を取得している
場合は、英語力の証明は免除されるこ
とが多い。
共通試験

　海外大学院を受験する場合は共通試
験が必要となることがある。例えば、
北米のビジネススクールを目指す場合
はGMAT、社会・人文学系の北米の
大学院を目指す場合はGRE、そして
北米のロースクールを目指す場合は
LSATという共通試験を受けることに
なる。GREとGMATは主に英語と数
学の試験内容があり、LSATについて
は長文読解やロジックゲームという理
論的思考を試す出題がある。なお、イ
ギリスなどヨーロッパの大学院を目指
す場合はこのような共通試験は必要で
ないことが多い。
　偶然にも筆者はGRE（社会・人文学
系大学院用、一部のポリシースクール
用）、GMAT（ビジネススクール用、一
部のポリシースクール用）、LSAT（ロー
スクール用）のすべての共通試験を受
験したことがあるが、GREとGMAT
の数学試験は日本の高校数学の内容で
あり、少し勉強すれば高得点は取れる
という印象であった。ただし、GRE
とLSATでは難易度が高い長文読解が
あり、GREの語彙力はネイティブでも
苦戦するといわれている。LSATも同
様にネイティブ並みの英語力が必要で
あり、加えてLSATにはロジックゲー
ムという独特の出題がある。筆者も
LSATのロジックゲームには泣かされ
たが、これは良い参考書を手に入れて
解読のポイントを押さえるべく勉強す
るしか対策がない。これらの共通試験
は主に応募者の足切りに使われ、ネイ

ティブの受験者との相対性評価となる
GREとLSATは非常にハードルが高
かったというのが個人的な感想である。
　なお、イギリスなどヨーロッパ諸国
の大学院であればこれらの共通試験を
必要とせず、学部時代の成績表が主な
評価対象となることが多い。可能な限
りこれらの共通試験を必要としない大
学院プログラムを探すことを個人的に
はお勧めする。共通試験を必要としな
い大学院プログラムは、留学生を意識
した国際的な学習内容を用意したり、
社会人としての実務経験や学部時代の
成績を勘案する選考プロセスを用いる
ので、自らのキャリアプランに適して
いる可能性がある。
　以上の受験に至るプロセスは、特に
共通試験や英語力の証明試験の勉強時
間を考えると、思い立ってからすぐに
受験という訳には行かない。社会人留
学を考え始めるようになったら、一度
志望校の受験プロセスのタイムライン
を作り、余裕を持った計画を立てるこ
とが必要になると思う。順調にステッ
プを踏めた場合でも、留学を決めてか
ら実際に留学するまでは最低でも1年
から2年はかかる。

③渡航へ向けて
　出願後は合否判定の結果と学生査証
を得るための必要書類が大学院から届
く。これを他の必要書類と共に該当国
の大使館に提出することで学生査証を
得ることができ、多くの国では学生査
証に連携して配偶者と子供の査証も取
れる。家族全員での渡航がこれにより
可能になる。
　また、渡航前には留学先での滞在先
を調べる必要がある。大学が多い街で
は学生向けのアパートを大学から紹介
してもらえることも多く、また大学が
自ら運営している学生寮（実際はア
パートなど）に入居することもでき、
大変便利である。筆者も留学中は大学
が運営するアパートを借りており、こ
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れにより家主との問題など生活面での
トラブルをかなり避けることができた。
　なお、複数年の留学となる場合は、
初めは大学が経営するアパートに住
み、現地の生活に慣れたタイミングで
他のアパートを探すということも一般
的なようである。

2. カルガリーの都市紹介

（1）カルガリーの歴史

　ここでは、筆者が留学したアルバー
タ州カルガリーの紹介をすることとし
たい。
　アルバータ州はカナダ西部のプレー
リー（大草原）地帯にある。現在のア
ルバータ州を含むカナダ西部は、歴史
的にはイングランドの勅許会社である
ハドソン湾会社の世界最大級の社有地
ルパート・ランドの一部であった。そ
の後、1867年に自治領であるカナダ
連邦（Dominion of Canada）が誕生し、
ハドソン湾会社は西部へ拡大するカナ
ダ連邦にルパート・ランドを1870年
に割譲した。カナダ連邦に編入された
ルパート・ランドはノースウエスト準州
と呼ばれ、現在カナダ北部に残るノー
スウエスト準州はその名残である。
　カナダ連邦に編入されたノースウエ
スト準州はファースト・ネーションと
呼ばれる先住民部族が多く居住する地
区であったが、西部開拓やゴールド
ラッシュでヨーロッパ系入植者の人口
が増えた結果、1905年にアルバータ
州とサスカチュワン州がノースウエス
ト準州から分離し、カナダ連邦に構成
州として加入した。アルバータ州の成
立当時、さらに北のユーコン準州クロ
ンダイク地方で砂金が見つかってお
り、ゴールドラッシュの中継地として
人口が急増していたエドモントンが州
都となった。州都には選ばれなかった
カルガリーは、その後鉄道が敷かれる
と広大なプレーリーと呼ばれる原野を
開拓するためにヨーロッパ系入植者が

流入し、州最大の都市となった。
　現在のカルガリーは人口約130万人
を擁するアルバータ州最大の都市にし
て、トロント、モントリオールに次ぐカ
ナダ第3の都市である。カルガリーは
ボー川とエルボー川の合流点にあり、
古代から先住民の交流の場となってい
た。カナダの先住民部族の一つである
ブラックフット族の言葉ではカルガリー
は「モーキンスツィス（Mohkinstsis）」と
呼ばれ、別の先住民部族ナコダ族の言
葉では「ウィンチーシ・パー（Wincheesh 
-pah）」と呼ばれている。いずれもそれ
ぞれの言語で「肘」を意味する。
　有史以前から先住民部族が交易を行
う場所として発展してきたカルガリー
であるが、1875年に北西騎馬警官隊（現
在のカナダ連邦警察である王立騎馬警
察）が駐屯地となる砦を築いた頃に近
代の幕開けを迎える。当時カナダ西部
はヨーロッパ系入植者がおらず、西部
開拓が先行していたアメリカからウィ
スキー商人が先住民部族にウィスキー
を売るために頻繁に越境しており無秩
序化していた。このため、アメリカの
影響力がカナダ西部で増加することを

懸念したカナダ連邦政府が北西騎馬警
官隊の一隊を派遣し、現在のカルガ
リーの中心部から少し離れた場所に築
いた砦がカルガリーの近代都市として
の始まりである。
　この北西騎馬警官隊の一隊は、当初
は北西騎馬警官隊のブリーズボワ大尉
に因んで新しい砦を「フォート・ブリー
ズボワ」と名付けていた。その後、ブ
リーズボワ大尉が上官命令に違反し更
迭され、彼の上官でスコットランド出
身のマクラウド中佐がスコットランド
の町に因み「フォート・カルガリー」と
砦に新しい名前を与えた。なお、現在
でも市内にはブリーズボワ大尉に因ん
だ通りが存在する。
　辺境の小さな砦であったカルガリー
は、1883年の鉄道開通により人口が
増加した。カナダ西部の開拓政策の一
翼を担う国策会社カナダ太平洋鉄道の
駅が建設されて以来、中央ヨーロッパ
や東ヨーロッパ出身の入植者が農業や
畜産業に従事し、独特のカウボーイ文
化を形成した。

図4 カナダ西部にあるアルバータ州

出所：筆者作成
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（2）カルガリーと石油産業

　当初は農業と畜産で栄えたカルガ
リーは、1914年にカルガリーの南に

位置するターナー・バレーで石油が発
見され、第一次世界大戦から第二次世
界大戦の戦間期はカナダ最大の産油地

帯となった。さらに、第二次世界大戦
後には石油危機の影響を受けた原油価
格の高騰に伴い石油産業が発展し、
1970年代から1980年代にかけての
経済成長とともにカナダ最大級の都市
の一つとなった。1988年にはカルガ
リーは冬季オリンピックの開催都市と
なり、世界から注目を浴びた。そして
2000年代の原油価格の高止まりでカ
ルガリーはさらに発展し、現在に至る
まで石油産業が重要産業となってい
る。カルガリーのダウンタウンの主要
な高層ビルには多くの石油会社やパイ
プライン会社が入っている。
　カルガリー市民の楽しみは、毎年7
月上旬の10日間に開催されるカルガ
リー・スタンピードである。1886年
に農産物の展示会として始まったカル
ガリー・スタンピードは、現在でも農
作物の展示会という側面を残しつつ、
ロデオや屋台が並ぶお祭りになってい
る。スタンピード期間中、街はカウボー
イ調の服装をまとった市民と観光客で
賑わい、市内でさまざまなイベントが
開催される。同時に、この時期には石
油業界に関連する展示会やカンファレ
ンスも多く開かれビジネスマンが商談
を行う。

3.  カルガリー大学ロース
クールでの学業

（1）カルガリー大学ロースクールの紹介

　筆者が留学したカルガリー大学は、
1944年にアルバータ州の州都エドモ
ントンに拠点を置くアルバータ大学

（1908年設立）の分校として設立され
た。その後、カルガリー大学は1966
年に独立した大学となり、現在ではア
ルバータ大学と並ぶ総合公立大学であ
る。北米やヨーロッパの大学のモッ
トーはラテン語が多いのに対し、カル
ガリー大学のモットーはスコットラン
ド・ゲーリック語の「Mo Shùile Togam 
Suas（私は上を見上げる）」である。詳

写1 カルガリーのスカイラインと先住民のティーピー・テント設営地遺跡

出所：筆者撮影

写2 カルガリーの目抜き通りステファン・アベニュー

出所：筆者撮影
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しいことは分からないが、カルガリー
の初期の住民にスコットランド系移民
が多かったことに関係があるようだ。
　カルガリー大学ロースクールはカナ

ダでも比較的新しいロースクールであ
り、1976年に開校した。以来、資源
エネルギー法に特化したカリキュラム
に特徴があるため、石油業界で活躍す

る弁護士を輩出しており、多くの卒業
生が北米の石油業界に勤めている。
　カルガリー大学ロースクールには2
種類のプログラムがあり、3年間の法
務博士課程（Juris Doctor Program）と
1 年 間 の 法 学 修 士 課 程（Master of 
Laws Program）がある。前者は通常
JD（ラテン語のJuris Doctorの略）プ
ログラムと呼ばれ、卒業後には一定の
条件を満たせばアルバータ州弁護士と
して法曹資格を得ることが可能となっ
ている。JDプログラムについては主
にカナダ人学生を対象としている。ま
た、後者は通常 LLM（ラテン語の
Legum Magisterの略）プログラムと
呼ばれ、主に自国で法曹資格を有する
外国人留学生や、専門性を高めたいア
ルバータ州弁護士のスキルアップのカ
リキュラムを用意している。LLMプ
ログラムには産油国出身の外国人留学
生（自国の弁護士資格の保有者）が多数
在籍していた。なお、筆者は法律を体
系的に一から学ぶことを目的に留学し
たため、JDプログラムに参加していた。
　カルガリー大学ロースクールのほぼ
全員の教授は弁護士資格を有してお
り、前職は社内弁護士、国際法律事務
所勤務、カナダ連邦司法省勤務などで
ある。多くの教授は大手石油企業に法
務助言を行う国際的な法律事務所で勤
務し、中東などの産油国での駐在経験
を経た後に学者になった経歴の持ち主
であり、このためカルガリー石油業界
とのパイプも太く、教授を通じて石油
業界のキーパーソンと面談する機会を
得ることもできた。
　カルガリー大学ロースクール内部に
は、資源エネルギー業界に関連する法
律や政策を研究する独立したシンクタ
ンク、カナダ資源法研究所（Canadian 
Institute of Resources Law, CIRL）が
あり、資源エネルギー法の専門家がさ
まざまな研究を行っている。元々は炭
化水素（石油、天然ガス、石炭）の探鉱、
開発、生産、輸送に関する法律や政策

写3 カルガリー中心部

出所：筆者撮影

写4 カルガリー・スタンピード期間中のダウンタウン

出所：筆者撮影
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を主な研究対象としていたようだが、
近年では先住民対応、気候変動対策、
再生可能エネルギー、低炭素社会の実
現などのテーマも取り扱っている。

（2）カルガリー大学ロースクールの学生

　筆者が参加していたJDプログラム
は大半がカナダ人学生で占められてい
たが、学生の3割は「新移民」と呼ばれ
る第1世代の移民であり、幼少期にカ
ナダに帰化した外国語を母国語とする

カナダ人である。もちろん、全員流暢
な英語を話すが、これらの学生は家で
は別の言語を家族と話しているとのこ
とであった。なお、学生の男女比は半々
であり、ヨーロッパ系カナダ人が過半
数を占めているもののアジア系や中東
系の学生もおり、非常に国際色が豊か
であった。また、JDプログラムの同
級生には日系カナダ人も数名いた。留
学生は若干名存在したが、日本人留学
生は全学で筆者1人であった。
　カルガリー大学ロースクールは、カ
ナダでも稀な総合的な評価を入試時に
行い、JDプログラムでは学部時代の
成績のみならず社会人経験も選考委員
会により評価対象とされる。このため、
JDプログラムの学生の平均年齢は約
25歳とカナダ国内でも比較的高く、
エンジニア、地質技師、ジャーナリス
ト、シェフ、銀行員、軍人、政府職員
などさまざまな経歴を持つ同級生がい
た。なお、JDプログラムを修了する
学生は、主にアルバータ州や近隣の州
で弁護士となるのが一般的であり、国
内で活動することが前提となるため留
学生の数は少なかった。

（3）ロースクールでの履修科目

　カナダは各州により州法が若干異な
り、各州にはそれぞれ弁護士会が存在
する。カナダではロースクールの数は
限られており、学生数にも上限が設け
られている。我が国では法学部や法科
大学院ではなく司法試験で法曹資格を
持つ人間を絞るが、カナダではロース
クールの入学時点で学生が篩

ふるい

にかけら
れることになる。アルバータ州では
ロースクール（JDプログラム）に入学
さえできれば、司法試験を受ける必要
はなく、卒業して司法修習を完了すれ
ば通常は弁護士登録が可能となる。な
お、州によっては司法試験があるが、
アルバータ州では司法修習という法律
事務所での実務研修に加え、これと並
行して行う司法教育という座学がある

写5 カルガリー大学ロースクール

出所：筆者撮影

写6 カナダ資源法研究所

出所：筆者撮影
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のみであり、司法試験はない。
　カルガリー大学ロースクールJDプ
ログラムでの学業は、１年目は主に必
須科目でカナダの法律の基礎を習い、
2年目以降はそれぞれの学生が興味に
応じて選択科目を選ぶという仕組みに
なっている。学年が上がるにつれてそ
れぞれの学生が自らの進路にあった選
択科目を選び、同時に実務を意識した
科目の選択も増えていく。
　例えば、筆者の1年目は、法律入門
Iリーガル・メモ（Foundation to Law 
I）、法律入門II弁論術（Foundation to 
Law II）、カナダ憲法（Constitutional 
Law）、刑法（Criminal Law）、契約法

（Contract Law）、財産法（Property 
Law）、法令（Legislation）、不法行為
法（Torts Law）などが履修科目であっ
た。いずれもイングランド法の伝統に
則るカナダ法の原理を理解するために
必要な科目で、授業形式は主に講義で
あった。
　それぞれの科目は週2回の講義があ
り、各講義の前までに膨大な課題図書
が与えられる。1年目の課題は晦

かいじゅう

渋な
判例から法原理を読み解くという作業
の訓練であり、さまざまな判例から「何
がルールか？」を読み解くスキルを身
に付ける。それぞれの判例が非常に長
く難しい英語で書いてあるので、これ
をいかに素早く読み、内容を咀

そしゃく

嚼する
かが大変であった。なお、カナダの各
州の法律はイングランド法の影響を受
けているので、法原理の根幹にはイン

グランド法の判例が多く、ときには
オーストラリア、アメリカ、ニュージー
ランドなど各国の判例も参考として読
むことが求められた。
　また、2年目になると必須科目と選
択科目が半々になり、筆者は必須科目
である行政法（Administrative Law）、
訴訟法（Civil Procedure）、弁護士倫理

（Legal Ethics）、 証 拠 法（Evidence 
Law）、企業法（Business Corporations）
に加え、選択科目では国際エネルギー
法（International Energy Law）、石油
法（Oil and Gas Law）、国際石油取引

（International Energy Transaction）
などを履修した。
　最終学年である3年目には、基本的
に法廷弁論術（Advocacy）という必須
科目しかなく、多くの学生はそれぞれ
関心のある分野の法律を学ぶ。筆者は
資源エネルギー法のコアである鉱業法

（Mining Law）などに加え、資源エネ
ルギー業界において今後重要性が増す
と 思 わ れ る 気 候 変 動 法（Climate 
Change Law）や環境法（Environmental 
Law）、そしてデジタル化が進むなか
で課題となるサイバーセキュリティ法

（Cyber Security and Privacy Law）を
学んだ。また筆者は留学当初からカナ
ダの資源エネルギー業界の課題である
先住民対策を学ぶことを計画してお
り、 こ の た め カ ナ ダ 先 住 民 法

（Indigenous People and the Law）を
履修し、最終的には特別研究（Directed 
Study）で石油業界関係者が留意すべ

きカナダ先住民の権利と今後の動向に
ついて判例や法令を踏まえながら分析
した。

（4）思い出に残った履修科目

石油法、国際石油取引、国際エネルギー法
　ここでは思い出に残った履修科目を
いくつか紹介することとしたい。
　まずは選択科目であった石油法であ
る。石油法は北米での石油と天然ガス
の探査、開発、生産に関する法や契約
を学ぶ科目であり、北米の石油業界に
関わりたい学生には石油業界の基礎知
識として単位取得が強く奨励されてい
る科目であった。
　次に国際石油取引は海外産油国にお
いて探査、開発、生産を行う際の契約
を具体的な契約案文や判例を用いて学
習する科目である。アメリカ領メキシ
コ湾での洋上油田の開発に大手石油企
業の顧問弁護士として従事したことが
あるアメリカ人教授が教鞭を取ってお
り、実際の法的課題を踏まえた実務的
な内容であった。JDプログラムの学
生で国際的な石油開発案件に将来従事
する可能性がある学生にはこの科目の
履修が奨められていた。
　さらに、国際エネルギー法は北米の
エネルギー事情を学ぶ科目であり、学
業の一環としてワシントンDC、ヒュー
ストン、そしてメキシコ・シティを訪
問し、石油業界の専門家と意見交換を
するという実践的なセミナーであっ
た。カルガリー大学ロースクールは資
源エネルギー業界との関係があるの
で、特別講義として多くの石油会社や
パイプライン会社に法務助言を提供す
る弁護士や、カナダ連邦政府やアル
バータ州政府に勤める弁護士と最近の
動向や課題についてセミナー形式で意
見交換をすることができた。また、カ
ナダ、アメリカ、メキシコを訪問する
ことにより北米の資源エネルギー事情
を俯瞰することができ、大変興味深
かった。

図5 カルガリー大学ロースクールJDプログラムの履修科目の一例
（筆者の履修科目）

（注）： オレンジは必須科目。青は資源エネルギー法のコアとなる選択科目。茶は資源エネルギー法に関
係する選択科目。

出所：筆者作成
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法廷弁論術

　ロースクール3年目の必須科目、法
廷弁論術（Advocacy）の最終課題では
本物の裁判官の前で口頭弁論を行うと
いう特異な科目であった。4人1組の
チームで「検察官」役（2名）と「弁護人」
役（2名）に扮し、実際の刑事事件を基
にした「事実」を基に、アルバータ州女王
座裁判所（Alberta Court of  Queen’s 
Bench）の裁判官の前で検察側論告、
被告側弁論、弁護士側尋問、検察側反
対尋問、最終陳述を行う。　
　裁判官の前での最終課題である模擬
裁判に挑むに当たり、それぞれのチー
ムは「証人」役を家族や友人に頼み、教
授から与えられる「証拠」のうちのどれ
が裁判で有利になるかを選択し法廷戦
略を練る。
　なお、最終課題は通常業務が行われ
ていない週末のアルバータ州女王座裁
判所で行われ、ボランティアとして休
日出勤している裁判官の前で法廷弁論
を行った。著者の模擬法廷を担当した
のは当地の法曹界でも有名な厳格な裁
判官であり、途中で裁判官が模擬裁判

であることを失念して難しい質問を矢
継ぎ早に浴びせてきたときは冷汗三斗
であった。
　模擬法廷は法廷で活躍する法廷弁護
士「バリスター（Barrister）」を養成す
る科目であるが、企業のサポートなど
を 行 う 事 務 弁 護 士「 ソ リ シ タ ー

（Solicitor）」を目指す学生にも単位取
得が必須の科目であった。イングラン
ドではバリスターとソリシターは厳格
に区別されているが、アルバータ州を
含めるカナダ各州では法曹資格を得る
と同時にバリスターとソリシターにな
ることが可能である。

（5）膨大な判例を読み漁る学生生活

　カルガリー大学ロースクールJDプ
ログラムでは、平日は大抵朝9時から
夕方5時まで講義がある。講義が少な
い日でも課題図書と小論文の作成が多
いため、ロースクール付属図書館で夜
まで判例に埋もれる日々であった。
　アメリカのロースクールではソクラ
ティック・メソッドと呼ばれる手法で
講義が進められるのが一般的である。

このソクラティック・メソッドとは、
判例や法原理を学生が深く理解してい
るかを試すために、教授が学生に対し
て質問をし、その学生の回答をもとに
さらに教授が多面的な質問をするとい
う、いわば禅問答のような教育方法で
ある。
　カルガリー大学ロースクールではソ
クラティック・メソッドはあまり使わ
れていなかったものの、特に2年目や
3年目のセミナー形式の科目では、課
題図書をこなし、それに基づき理路整
然と意見を述べることが求められた。
また、毎学期の期末試験は、ファクト・
パターンと呼ばれる「事実」が設問とし
て与えられ、これらの情報を踏まえた
上でクライアントに対して法務助言を
行うという試験形式であった。石油産
業の影響か、カルガリー大学ロース
クールの試験の設問は石油会社同士の
訴訟、パイプライン敷設に対する先住
民の反対活動、石油契約をめぐる係争
などが多いと感じた。例えばアルバー
タ州から太平洋に面するブリティッ
シュ・コロンビア州に石油を輸送する
トランスマウンテン・パイプラインの
敷設の是非をめぐりカナダで国家的な
関心が高まった際は、期末試験におい
て現実の世界の問題に非常に酷似する
設問であった。
　カルガリー大学ロースクールJDプ
ログラムは相対評価であり、ロース
クールの規定によりAレンジの成績
は各科目の登録人数の10%までと決
まっていた。なお、A+という最高の
成績は、特別に優秀な成績を収めた学
生1名のみに与えられるものであり、

「幻の成績」とされていた。さらに、各
学年約150名のうち成績上位者の上か
ら10名は「ロースクール学長のリスト

（Dean’s List）」と呼ばれる優等生名簿
に名前が記載され、ロースクール学長
から直筆の書状が届く。そして3年連
続で優等生名簿に名前が記載され、在
学中に最も良い成績を収めた学生は

写7 模擬法廷のチームメートたちと。その後、チームメートたちは刑事弁護士や
検察官になるための司法修習を行なっている。

出所：筆者撮影
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「金メダル受賞者（Gold Medalist）」と
して首席で卒業する。
　この他にもロースクールや業界団体
から各種の学費相殺奨学金が用意され
ており、優秀な学生であれば学費負担
を大幅に削減することが可能である。
資源エネルギー法に関連する分野で
は、北米の鉱業連盟や石油業界団体か
ら与えられる学費相殺奨学金や、カル
ガリーの石油産業中興の祖と呼ばれる
地質技師に因んだロースクール提供の
学費相殺奨学金もあり、多くの学生が
学費負担を減らし、自らの専門性に箔
をつけるためにこれらの奨学金を狙い
切磋琢磨していた。
　なお、当然のことながらロースクー
ルは競争社会であるが、北米のロース
クールでよく聞かれる図書館の本が他
の学生の勉強を阻害するために行方不
明になることや参考書のページが切り
取られるということは、筆者の知る限
りカルガリー大学ロースクールでは発
生していない。これはカルガリーの法
曹界が狭い社会であることから「常に
人格者たれ」というロースクール学長

の薫陶の影響があるものと感じた。実
際に多くの学生はカルガリーで勤務す
ることになり、ロースクール時代の評
判はそのままプロフェッショナルとし
ての評判となり今後のキャリアにも影
響を及ぼすので、多くの学生は同級生
との良好な関係の構築を目指している
と感じた。このため、筆者も同級生と
は良好な関係を持って学生生活を過ご
すことができた。

4.  カルガリー大学ロース
クールでの留学生活

（1）ロースクールでの課外活動

　ロースクールの学生は1日の多くを
図書館で判例を読むことに費やすが、
勉強ばかりしている訳ではない。実際、
ロースクールには多くの課外活動が用
意されており、趣味のサークル、学術
的なサークル、社会派のサークルなど
多様なサークルが存在する。
　筆者は留学前から国際石油交渉人協
会（Associat ion of Internat ional 
Petroleum Negotiators, AIPN）の会員

であったため、国際石油交渉人協会カ
ルガリー大学ロースクール支部に加盟
し、カルガリーの石油企業の社内弁護
士、法律事務所の石油部門所属の弁護
士、アルバータ州政府エネルギー省や
その傘下の機関に勤める弁護士などと
親睦を深めた。
　他にもカルガリー大学ロースクール
交渉クラブのイベントには積極的に参
加した。模擬交渉大会で審判役を務め
る弁護士から採点時に建設的なフィー
ドバックをもらえることが最大のメ
リットであった。
　交渉クラブの活動で思い出に残る模
擬交渉大会は二つある。一つ目は学友
とチームを組んで出場した「M&A交
渉大会」である。2人1組となり対決す
るこの大会では、時間内に財務諸表や
企業経営戦略に基づき、クライアント
の指示に沿う形で企業買収の交渉を有
利に進めることが求められた。交渉が
まとまらないと減点されるが、無理や
り交渉をまとめようとクライアントに
不利な条件で契約をまとめても減点さ
れるという現実的な設定には思わず
唸ってしまった。弁護士となるには法
律のスキルだけでなく、クライアント
のビジネス内容の理解や、ある程度の
財務諸表の分析能力も必要であると感
じた。
　もう一つの思い出に残る模擬交渉大
会は、カルガリー大学ビジネススクー
ルのMBAプログラムに在籍する学生
と交渉術を競い合う「MBA vs JD交渉
大会」である。これは完全に「他流試合」
であり、ビジネススクールとロース
クールでは問題へのアプローチや交渉
術に関する教育が異なるため、交渉が
非常に難しいものであった。この大会
では、異なるプロフェッショナルの交
渉スタイルを理解することがいかに大
切かを感じた。
　なお、この他にもさまざまな体育会
系の部活があり、カナダ人学生にはア
イスホッケーとラグビーが人気であっ

写8 カルガリー大学ロースクール附属図書館

出所：筆者撮影
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た。筆者はドッジポールを選び、小学
校以来の久々のドッジボールを楽しん
だ。学業の息抜きとして良い思い出で
ある。

（2）就職活動とインターンシップ

　上述のとおり、アルバータ州をはじ
めとするカナダ全州ではロースクール
入学が法曹資格の取得のための最大の
難関である。ロースクールに入学し卒
業すれば通常は弁護士登録ができる。
しかし、ロースクール卒業から弁護士
登録の間にもう一つハードルがある。

「司法修習（Articling）」である。この卒
業後の「修行先」となる司法修習の受け
入れ先を見つける必要があるのだが、
そのために多くの学生は在学中にイン
ターンシップ制度を活用する。
　ロースクール在学中の1年目の夏と
2年目の夏にインターンシップを獲得
した学生は、夏の間の3カ月間、法律
事務所で弁護士の助手として弁護士実
務がどのようなものか体験することが
できる。
　インターンシップでの学生の主な仕
事は、弁護士がクライアントのために
書くリーガル・メモ（法務助言）の下調
べを行ったり、下書きを書いたりする
ことである。他にも訴訟の一環として
文書開示を行った際に、訴訟に関係す
る証拠文書を洗い出す「ドキュメント・
レビュー（Document Review）」と呼
ばれる作業などがある。また、学生は
クライアント向けのプレゼンテーショ
ンや法律事務所の広報活動の一環であ
る法務トピックスのブログ記事や
ニュースレターを書いたりもする。
　インターンシップはあくまでも勤務
先候補となる法律事務所の社風や業務
内容を体験するためなので学生に長時
間労働は期待されていないようである
が、多くの学生は確実に司法修習生と
して受け入れてもらえるよう、関心あ
る分野で活動する弁護士と一緒に仕事
ができるように顔を売る。また、この

インターンシップを通じて新たな法律
の分野に興味が湧き、ロースクールの
2年目や3年目で新しく関心が芽生え
た分野を学ぶ学生も多く、学業を通じ
て得た知識を実践を通じて経験に置き
換える貴重な機会である。
　無事、インターンシップを終えた学
生は、夏の終わりに司法修習生として
受け入れる旨の内定を得ることができ
る。

（3）人脈開拓の鍵：立食パーティー

　留学中に感じたのは、立食パー
ティー（レセプション）の多さである。
アルバータ州弁護士会が行う新入生歓
迎パーティーに始まり、ロースクール
や地元の法律事務所が開催するイベン
トのほとんどは立食パーティーであっ
た。むしろ、ロースクールは立食パー
ティーに始まり、立食パーティーに終
わるといっても過言ではないかもしれ
ない。
　立食パーティーは我が国でもある
が、ロースクール留学中は頻繁に開催
された。初めてロースクールの立食
パーティーに参加したときは、同級生
の知り合いも少なく、非常に気まずい
思いをした。しかし、何度も足を運ぶ
うちに、何となく立食パーティーのコ
ツが分かってきた。さまざまな立食
パーティーに足を運ぶなかで筆者が意
識していたポイントは次のようなもの
である。
1.　会場には早く着く。

立食パーティーに遅れて到着する
と、すでに会話の輪ができている。
カナダ人は他人に配慮して簡単に
会話の輪に入れてくれるが、人気
ある参加者を囲む輪に入ることは
難しい。このため、なるべく会場
に早く到着し、人の輪ができる前
に数名の参加者と面識を得ておく
と、あとで会話の輪に入りやすく
なる。

2.　 他に参加するメンバーを知ってい

たら、予め声をかけておく。
参加者名簿が事前に配られる立食
バーティーがあるが、このような
場合は知り合いがリストに載って
いれば、筆者は予め声をかけてお
く。すると会場に到着したときに、
向こうもこちらを探してくれる。

3.　予め話題をいくつか持っておく。
初対面の人と話すとき、相手の関
心が分からないので会話が続かな
い可能性がある。このため、筆者
は予めいくつかのテーマを考えて
会場に向かうようにしていた。こ
の際、カナダは昨今政治が二極化
しているので政治の話は避けるよ
うにしていた。逆に、カナダ人は
アイスホッケーが好きなので、特
に地元チーム「カルガリー・フレー
ムズ（Calgary Flames）」の試合結
果や今後の対戦相手については事
前に調べるようにしていた。
カルガリーで生活するまでアイス
ホッケーには馴染みがなかった
が、アメリカの友人から「北米で
はスポーツは重要な話題だ」と聞
いて以来、スタジアムの端の安い
席でもよいので時間があれば地元
チームの試合を観戦し、選手の名
前やアイスホッケー用語を覚える
ようにした。
イギリスであればサッカー、アメ
リカであればアメリカンフット
ボールや野球を観戦するとよいか
と思う。

4.　 会話が途切れたら、ドリンクを取
りに行こうと提案する。
立食パーティーでは時折会話が途
切れ、気まずい沈黙が流れるとき
がある。あるとき身のこなしが優
雅な参加者を見ていて気が付いた
のだが、そのようなときは「もう
一つドリンクでもいかがですか？
ドリンクを取りに行きましょう」
と言ってバーに向かうという方法
がある。大抵、これでお互い自然
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に別の参加者と話すことができ、
お互いの心象を損ねることもな
い。

5.　 話したい人のリストを頭のなかに
持っておく。
立食パーティーの開催時間は大抵
2時間ほど。人気の参加者であれ
ば周りに人だかりができるので、
事前に誰と話したいか戦略を練る
必要がある。目当ての参加者が自
由になったときを狙い、軽く自己
紹介をし、名刺交換でもして個別
の面談を後日設定する段取りをつ
け、次の目当ての参加者を探すと
いうことの繰り返しで効率よく立
食パーティーを活用するという手
段がある。

6.　 良い立食パーティーは満足に食事
を食べられない立食パーティー。
同級生と一緒に参加する立食パー
ティーではつい食事スタンドの付
近にたむろしがちであるが、「新
しい人脈を広げる」という本来の
趣旨からかけ離れてしまう。この
ため、なるべく同級生とは別行動
をし、1人でまだ面識のない参加
者を探すことを心がけていた。当
然、他の参加者と話すと食事をす
る時間があまりない。空腹で自宅
に戻る夜は、多くの参加者と面識
をもてた有意義な立食パーティー
であったと考えるようにしていた。

7.　 参加が億劫になっても、ひたすら
参加し続けること。
立食パーティーに参加するのは気
がひけるかもしれないが、ひたす

ら参加し続けることで面識が広が
り、次第に知り合いの参加者が増
える。石油業界の立食パーティー
に3年間参加し続けた結果、ロー
スクール最後に出席したカルガ
リーの石油会館（Petroleum Club）
での立食パーティーでは参加者の
ほとんどが知り合いであった。
同時に、ロースクール修了前に参
加した金融業界の立食パーティー
では、知り合いが1人もおらず、
この業界では一からの地道なス
タートであると感じた。

　立食パーティーが頻繁に開催される
のは当初は独特であると感じたが、カ
ナダに限らず、アメリカやイギリス、
そして他のヨーロッパ諸国でもこのよ
うに人脈開拓の場として大学院などが
立食パーティーを主催することが頻繁
にあるようである。

おわりに：留学生活を振
り返って

　筆者は2020年6月にロースクール
を修了したが、新型コロナウイルスの
影響で2020年3月半ばにはカルガリー
大学が一時的に休校となり、ロース
クールもそうなった。数日後にオンラ
イン講義として授業は継続されたが、
最終試験もすべてオンラインとなり、
JDプログラムの学位授与式（卒業式）
も実質上キャンセルされた。こうして
筆者の留学生活は、3年間苦楽を共に
した多くの学友やお世話になった教授

とは直接会うことなく幕を閉じた。
　非常に濃い3年間の留学生活であっ
たが、このような事情もあり、この記
事を書いている2020年8月時点で学
位を取得したという実感を漸く感じて
いるところである。今後学んだ知識を
実務に活かすなかで、ふとカルガリー
大学ロースクールでの留学生活を懐か
しく思い出すこともあるかと思う。
　カルガリーは年間8カ月程雪が降っ
ているといわれる寒い土地で、冬は時
折マイナス25度を下回り、体感温度
がマイナス35度近くになることもあ
る。その分、短い夏は日照時間も長く
過ごしやすく、晴れた青空とどこまで
も続く緑のプレーリー（大草原）が印
象的であった。また、カルガリーの人々
は親切で人懐っこく、世界中から仕事
や学業で移住してくる人々にも優しく
接していると感じた。さらに、カルガ
リーから車で西へ１時間半ほどカナ
ディアン・ロッキー山脈へ向かって進
めば、風光明媚な観光地バンフやレイ
クルイーズがある。カルガリーの夕暮
れどきに西を望むとカナディアン・
ロッキー山脈に沈む夕日が綺麗であっ
た。
　海外留学にはそれなりの苦労もある
が、同時にかけがえのない学友たちと
貴重な体験ができる機会でもある。こ
の記事を通じて海外留学がどのような
ものか感じていただき、またそのなか
から海外でスキルアップと専門性の獲
得を目指される方が出てくれば大変嬉
しく思う。

<注・解説>
＊1： Kathleen E Mitchell, S Al Levin, and John D Krumboltz, “Planned Happenstance：Constructing an Unexpected 

Career Opportunities”, Journal of Counselling and Development （1999）77：2, 115-124.



502020.9 Vol.54 No.5

エッセー

JOGMEC

K Y M C

Global Disclaimer（免責事項）
本稿は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は
本稿に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本稿は読者への一般的な情報提供を目的と
したものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本稿に依拠し
て行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本稿の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨
を明示してくださいますようお願い申し上げます。

執筆者紹介

水谷　健亮（みずたに　けんりょう）
現　職：独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構バンクーバー事務所。
職　歴： 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 総務部戦略企画室、石油開発技術本部　探査部海外探査

課を経て、カルガリー大学ロースクール留学。カナダ資源法研究所客員研究員。国際法律事務所研修を経
て、Juris Doctor（法務博士号）取得。

学　歴： ベルリン自由大学（ドイツ文学短期留学）、ボストン大学（経済学士および国際関係学士）、ロンドン・ス
クール・オブ・エコノミクス（公共政策修士）、カルガリー大学ロースクール（法務博士）。

所　属： 国際石油交渉人協会（Association of International Petroleum Negotiators, AIPN）、ロッキー山脈鉱業法
財団（Rocky Mountain Mineral Law Foundation, RMMLF）、カナダ・アルバータ州弁護士会（Law 
Society of Alberta）。

謝辞：カルガリー大学ロースクールへの留学中は、在京カナダ大使館、在京アルバータ州代表部、在カルガリー日本
国総領事館、カルガリーのさまざまな法律事務所、そして北米で活躍される本邦企業の皆様に3年間大変お世話になり
ました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

写10 カナディアン・ロッキー山脈の夕日

出所：筆者撮影

写9 レイクルイーズ

出所：筆者撮影


