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歴史

ハバロフスク自動車専
門道路大学は1958年3
月29日ソ連邦の高等教
育政令、№ 351によ
って設立された。初代
学長はミハイル＝ダニ
ロフスキーであり、以
後30年にわたり学長を
続けた。最初の入学学
生は約150人。学生は
次の4つの専攻で学ん
だ：土木、道路、輸
送、建設や高速道路の
設備および装置につい
て。研究所、寮やキャ
ンパスの建設が実施さ
れ1962年には次の5つ
の学部があった：工学
部、機械学部、自動車
学部、高速道路学部、
森林工学部。学生は10
個の専攻で学んだ。
入学学生は1150人に増
加。1963年に最初の学
生は卒業した。
共産党中央委員会とソ
連の閣僚理事会の法令
№ 737
311により1962年7月12
日、ハバロフスク自動
車専門道路大学はハバ
ロフスク州立ハバロフ
スク工科大学に再編さ
れた。

1967年にはキャンパス
の建設が終了。
ハバロフスク工科大学
は次の10個の学部で構
成された：機械学部、

初代学長　ミハイル＝ダニロフスキー

ミハイル＝ダニロフスキーの息子であるユーリ＝ダニロフスキー教授はミハイル＝

ダニロフスキーの使用したコンピュータを太平洋大学の歴史博物館に寄贈した

2009年5月21日ドミトリーメドベージェフ大統領が来校された
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工学部、化学工学部、 
自動車学部、高速道路
学部、森林工学部、国
民経済学部、夜間学
部、通信学部、一般技
術大学（ブラゴベーシ
ェンスク市）。 また 
18個の専攻があった。

1975年ハバロフスク工
科大学の分校がマガダ
ン市に設立された。設
立理由は、マガダン地
域の技術者の技術訓練
の必要性のためであ
る。1992年12月ハバロ
フスク工科大学は国立
大学の地位とハバロフ
スク国立技術大学へ
の名称の変更があっ
た。2005年3月23日に
は連邦政府教育関係機
関の指導№ 170により
大学は、太平洋国立大
学と改称した。

2010年12月4日ロシア政府下院議長ボリス＝グリズォフ氏の下、太

平洋大学における学生ビジネス促進プロジェクトが開始された

2010年のバンクーバー五輪銀メダリスト―太平洋

大学学生のアレクサンドル＝パンジィンスキー

セルゲイ＝イヴァンチェンコ学長の大学教育とその成果の説明
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現在太平洋大学は極東ロ
シア最大の高等教育機関
の1つである。
太平洋国立大学では学士
から専門職学位に進むだ
けでなく、学士から修士
へ、学士から専門職学位
を経て修士となるなど様
々は先進的で自由な教育
を実現している。

現在夜間学部の学生8000
人以上を含めた21000人の
学生を擁している。53年
間で卒業生は85000人以上
となり、極東や東シベリ
アの企業や組織で活躍し
ている。
2011年初頭には太平洋大
学の学術スタッフは960人
に上り、そのうち教授は
120人、准教授は420人以
上である。

 - 建築土木学部 
 - 自然利用・環境学部
 - 建築デザイン学部
 - 情報技術学部
 - エネルギー・輸送学部  
 - 経営経済学部
 - 法学部
 -社会人文科学学部
 - 数学部
 - 夜間学部 
- 集中学習、平行学習の   
ための学部
 - 上級資格取得と再訓練
のための学部
 - 遠隔学習センター

太平洋大学で取得可能資
格数

高等専門基礎教育　62 

学士教育　41 

修士教育　31 

博士教育　40

教育活動

金属加工実習

未来の建築土木エンジニア

レーザー技術の講義の様子
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研究活動

太平洋大学は学生の研究活
動に大きな関心を払ってい
る。大部分の学生は2，3年
次に研究活動を開始し、積
極的に従事した時4年次5年
次になっている。学生の研
究は、講義、課外活動、研
究室等々で行われる。 毎
年3000人以上の学生が様々
な研究活動に参加する。彼
らは全ロシアのコンテスト
及び大会、大学間の会議、
国際大会に参加する。近年
5年間で、学生はそれぞれ
異なる1000以上の論文を提
出し、600以上の証書や賞
を得た。

太平洋大学には国際的に認
められた20以上の研究グル
ープがあり、様々な分野（
物理及び数理科学、理論核
物理学、情報通信技術、
ナノテクノロジー、材料科
学、機械工学、建築、都市
計画、社会学、経済学、法
学）に進出している。

ここ数年、太平洋国立大学
の研究員は様々な研究プロ
ジェクトで世界レベルの結
果を上げている。一例をあ
げると、数学、核理論、熱
伝導モデリング、基本的な
動力学の燃焼プロセス、ソ
フトウェアおよびデータ通
信、確率理論、基礎研究の
分野における磁気光学現象
等のプロジェクトがある。
また、数理モデル、アルゴ
リズム、ソフトウェアツー
ル処理の水中画像の作成、
合金上に電磁パルスをナノ
秒照射した影響について研
究等。

研究が行われる主な分野は
次のものが上げられる：測
定、計算および制御装置、
情報処理システム、コンピ
ュータベースの情報システ
ムの設計、湛水ロボットを
含むロボットシステムの開
発。応用材料学、改善技術
と機械機構工学、交通の効
率的利用とその改善、製材
処理工学、天然資源の持続
可能な利用問題、森林の保
護と修復、代替エネルギー
の創造、 産業と市民建物

太平洋大学が進める建築プロジェクトに質問する

外国人研究者

教育や研究において近代的設備を

提供している

水中ロボットの開発
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の建設、 建設技術の開発と
交通施設の運用。

毎年1000以上の論文が太平
洋国立大学の研究者の結果
を引用し、ロシアや海外の
雑誌、学会で発表される。
大学の科学者は中国、アメ
リカ、日本、イタリア、ポ
ルトガル等の国際学会や
シンポジウムに参加して 
いる。

太平洋大学の提供する現代
的な施設は基礎技術と基本
データの継続的発展に貢献
している。また太平洋大学
では 20以上の研究所があ
り、20以上の科学教育と技
術教育センター、2つの学生
事務局がある。

太平洋大学は企業または大
学教員によってなされた革
新的研究活動の発展、実現
に大きな関心を払ってい
る。そのため近年、太平洋
大学は次のような革新的な
研究部門を制定している： 
ハバロフスク州技術移転セ
ンター 、 インパルスセン
ター、 非営利パートナー
シップ”極東技術移転セン
ター”。また学生ビジネス
促進プロジェクトが実施さ 
れた。

多くの研究の成果は極東工
業企業によって実現されて
いる。例えばスホーイカン
パニーのコムソモルスクナ
アムーレ工場やハバロフス
クとコムソモリスクナア
ムーレ石油製油所、(JSC 
“Far Eastern Generating 
Company”)　、企業オフシ
ェア石油天然ガス探査プロ
ジェクトサハリン1とサハリ
ンで2等である。

大学の研究者チームは積極
的に大会に参加している。
例えばロシア連邦のプログ
ラムの枠組みの中にある様
々なコンペ大会、科学技術
プログラム、様々な科学分
野の補助金（ロシア大統
領、ロシア連邦政府、ロシ
ア連邦文部科学省の助成金
審議会の助成金、文部庁及
び科学庁の助成金とプログ
ラム、基礎研究のためのロ
シアの財団）である。

太平洋大学名誉教授の大坪英夫氏とセルゲイ＝イ

ヴァンチェンコ学長

科学フォーラム参加の日本

ハルビンで行われる広場建築プロジェクト
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太平洋大学の科学者のプロ
ジェクトは、毎年主要な国
際的科学的、技術的学会に
参加している。：革新と投
資のモスクワ国際交流サロン
（including Moscow Inter-
national Salon of Innova-
tions and Investments（モ
スクワ）),国際展示＆会議“
高技術、革新、投資”（ In-
ternational Exhibition & 
Congress “High Technolo-
gies. Innovation. Invest-
ments” (サンクトペテルブ
ルク)）,モスクワ国際交流工
業資産サロン（ Moscow In-
ternational Salon of In-
dustrial Property “Archi-
medes” (モスクワ)）。その
際彼らは金、銀のメダルを含
む多くの賞を得られた。毎年
太平洋大学のスタッフと研究
者のチームは50以上の特許や
コンピュータプログラムの登
録証明を受けている。　発明
及び実用新案の80％は特許保
護を取得が実施されている。
太平洋大学全体で2000年から
2009年までの間に300以上の
特許取得のために350以上の
発明及び、実用新案を提出し
た。

科学フォーラム“新世紀の新技術2011”

太平洋大学の外国人研究者
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太平洋国立大学

の情報化

太平洋国立大学は、次のよ
うな情報処理と教育の融合
を目指している

 - 大学内部の情報ネット
ワークの 構築
 - 外部ネットワークとの
リンク
 - 教育場面でのコンピュ
ータ等システムの利用
 - 大学システムの自動制
御
 - 電子文書システム
 - 情報ライブラリ

太平洋大学は情報管理シス
テムを開発し、大学の教育
活動や学術活動の面におい
て自動制御プロジェクトを
開始した。

遠隔学習センター
遠隔学習のためのインター
ネットシステムが開発され
ている。これはデータポー
タル（各種情報や検索サイ
トにリンクしている）を通
じて学生と教師を映像で繋
ぐ近代的なサービスであ
る。現在600の教育がウエ
ッブサイトで入手可能であ
る。

またテストシステムAST
3を用いた管理システムが
作成され、470の試験を提
供している。Chm形式やdjv
形式、PDFファイルを用い
た電子教科書も利用してい
る。今日、6000人以上の通
信学部学生や通信学部の補
修学生らがこのシステムを
利用している。

メドベージェフ大統領は情報技術水準の高さを称賛された

太平洋大学科学通信ネットワークに接続し

ている教育機関
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太平洋大学は積極的に地域
レベルの教育システムの情
報化に関与し、大学の細分
化－新情報技術ハバロフス
ク地域センターによって処
理されている。太平洋大学
通信センターはロシア教育
ネットワークや国際教育ネ
ットワークへの高速アクセ
スを提供している。これは
インターネットだけでなく
地域教育リソースつまり大
学のリソースや地域学術機
関へのアクセスである。
また太平洋大学通信センタ
ーは科学通信ネットワーク
の管理、運営し、ハバロフ
スク州の高等教育機関やハ
バロフスク地域情報教育ネ
ットワーク、通信工業ネッ
トワークに技術サポートを
提供している. ハバロフス
ク地域教育情報ネットワー
クは現在ハバロフスク州の
350以上の学校、主要な高等
教育機関、文部科学省や学
校間のリソースセンター。
中等教育の分野、障害児教
育、ハバロフスクの主要な
大学や研究機関、ハバロフ
スク州の単科大学が含まれ
ている。

2010年6月30日〜7月2日太
平洋国立大学で、国際的な
学術会議”スーパーコンピ
ュータ：コンピューティン
グと情報技術”が開かれ
た。太平洋大学とロシア
科学アカデミー極東支部コ
ンピューティングセンター
のリソースを組み合わせる
ことによって作成された
グリッドコンピュータは2 
TFLOPS以上のピーク性能を
もち、ロシア極東地域の中
で最も強力なスーパーコン
ピュータであると発表され
た。

太平洋大学の科学者によって作成された最も近代的なスーパーコンピ

ュータシステム

学生は学校や自宅でコンピュータを使用している

太平洋大学の情報サイトは絶えず拡大している
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太平洋大学 
学術図書館　

太平洋大学学術図書館はハ
バロフスク州の大学図書館
の中でも最大であり、また
ハバロフスク州、アムール
州にある９４の図書館の中
心である。太平洋大学学術
図書館は州図書財団のメン
バーであり、太平洋地域図
書情報財団の一つであり、
ロシア図書館協会高等教育
図書部のメンバーであり、
ハバロフスク市図書館組合
創設の発起人である

図書館には60万冊以上の電
子図書を含む160万冊の本が
ある。毎年図書館は23000
人以上が訪れ、ウェッブも
含めると年間700000人に利
用されている。毎年蔵書は
3万５千冊以上（９000タイ
トル以上）増加し、約６０
０の定期刊行物を発行して 
いる 。

全体的な大学のネットワー
クは4つのインフォメーショ
ンセンター、113のローカル
ネットワーク、10のタッチ
スクリーンの図書検索シス
テム、 5つのサーバーPC、
図書館に配置されインター
ネットのアクセスを行って
いるもので構成されてい
る。資産取得関連と論文の
処理は自動図書情報システ
ム（Automated Library In-
formation System (ALIS)） 
„RUSLAN“ と „MARC SQL“に
基づいて検索補助を行って
いる。 図書館は図書カード
とバーコード技術を用いた
貸出システムを利用者に提
供している。 図書検索シス
テム上の図書目録は400000
冊以上登録され、太平洋大
学科学図書館の図書検索シ
ステムまたはホームページ
上で利用できる。

2011年2月、ロシア大統領
ボリス　エリツィン図書室
の電子閲覧室建設を開始 
した。

http://www.prlib.ru/

極東におけるロシア大統領図書館の
パートナー　太平洋大学
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出版活動

出版活動は1993年に現
在の太平洋大学出版
社が設立され、開始さ
れた。これは編集、デ
ザイン、印刷の3つの
セクションで構成され
る。太平洋大学出版社
は印刷、製本機器を近
代化させている。

太平洋大学出版社の主
な目的は高品質で競争
力のある出版物、印刷
物を通して大学に学術
的、教育的な方法を提
供することにある。

太平洋大学出版社の収
入が太平洋大学科学図
書館の費用の10％を占
めている。

また出版活動のため太
平洋大学の図書出版委
員会が毎年出版計画を
作成する

2006年以来太平洋大学
出版社はロシア大学
出版協会のメンバーで 
ある。

太平洋大学出版社によ
って出版された本が第
14回極東展示会“印
刷の家―2010” (the 
14th Far Eastern Fair-
Exhibition «Print-
ing House — 2010»)”
印刷の家- 2010”（ウ
ラジオストク2010年9
月）で賞を得、国際学
術会議”新世紀の新技
術-2010”の論文集2巻
版は、”最高の学術出
版物”で銀メダルを受
賞した。

太平洋大学創立50周年記念誌

太平洋大学で発行された科学出版物を来賓に説明

ニコライ＝カルディーナ教授によって書

かれた「世界の建築の研究」
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国際協力
現在太平洋国立大学は
21カ国（68大学）の外
国人とパートナーの関
係を持っている。ほ
とんどはロシア極東付
近、アジア太平洋地域
の国で、特に国境を接
する中華人民共和国、
韓国、北朝鮮、日本で
ある。これらの国で太
平洋大学は80の大学、
研究センター、生産企
業や行政機関とパート
ナーの関係を持ってい
る。2010年には、同様
に9の新しいパートナー
組織と-協定を結んだ。

国際協力の長期的なプ
ログラムでは次の活動
を行っている。学術的
な活動、学生の交換留
学、共同学術研究、教
育、文化、ビジネスの
プロジェクトである。
太平洋大学もまた留学
生と国際的な博士号（
哲学）の学生や海外に
行くロシア人留学生の
教育を行っている。こ
こ数年間太平洋大学は
教育援助のプログラム
の下、協力国家のディ
プロマの交付を行って
いる。

太平洋大学は極東やシ
ベリア、ロシアと中国
東北地方の大学長の国
際フォーラムの主催者
の一つであり、積極的
に参加している。第9回
国際フォーラムは2010

 定期的に氷像の世界選手権に参加

太平洋大学で行われた国際学生祭
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年10月12日から14日に
ハバロフスク市太平洋
大学で行われ、ロシア
側25、中国側25の高
等教育機関が出席し
た。2011年3月に太平
洋大学は30の大学で構
成される国際的な最優
良組織－ロシア中国大
学技術協会（ASRTU）
のメンバーとなった。

太平洋大学はすでに次
の国際的研究や教育プ
ロジェクトを実現しよ
うとしている。

- 主催者として大学間
アジアメガシティセミ
ナーへの参加。
- ロシア―中国新素材
と新技術シンポジウム
の準備。
- ザーランド大学（ド
イツ）と共同で、ロシ
ア―ドイツ情報とコン
ピュータ科学研究所の
設立。
- 株式会社東京精密と
協力し、同社の特別顧

大坪英夫氏による学生への講義

『友好の森林』に植林

モータースポーツの国際大会
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問であり、太平洋大学名
誉教授である大坪英夫教
授にちなんだ高精度測定
技術研究所の設立。
- 満州地域で行われたロ
シアと中国の建築学のプ
ログラム、”都市計画と
ロシアの文化遺産の修
復”に参加。
- 核物理学の理論研究の
国際的なプログラムに参
加。

毎年400人以上の留学
生の養成を行ってい
る。1989年から2010年ま
でに合計で2500人以上の
留学生、修士学生、博士
（学術）学生、研修生の
養成を行った。 ほとん
どの外国人留学生は、中
国人であり、また韓国、
北朝鮮、日本人留学生も
在籍している。
大学は、教育サービス
について国際規格際ISO 
9001:2008を承認され
た。

株式会社コマツの代表団

NPO法人　むさしの・多摩・ハバ
ロフスク協会との共同セミナー

国際学生祭の様子
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太 平 洋 国 立 大 学 
（住所：136, Tikhookeanskaya 
St., Khabarovsk, 680035, Russia. 
Tel/fax: +7 (4212) 72-07-12 
E-mail: info@khstu.ru
サイト：http://www.khstu.ru

国際教育部 
Tel/fax: +7 (4212) 72-07-12 
E-mail: intdep@khstu.ru 

プレスセンター
Tell (4212) 73-40-01
E-mail: press@khstu.ru
サイト：http://press.khstu.ru/

文化祭
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