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極東国立交通大学（ロシア）との「研究交流及び協力に関する協定」の締結
及び極東地域の研究機関との国際研究連携に向けた情報交換
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流を重ねてきました。

１．はじめに

2010年12月には、寒地基礎技術研究グループ長、他
2011年６月21日
（火）にロシア連邦ハバロフスク市に
ある極東国立交通大学において、寒地土木研究所（以
下、CERI という。
）と極東国立交通大学（Far Eastern

３名が極東国立交通大学を訪問し、寒地道路建設技術
に関する日露研究交流セミナーを開催しました。
日本側からは、寒地地盤、寒冷地舗装技術、寒地道

State Transport University; 以下、FESTU という。）

路設計に関する研究テーマ３編、ロシア側からは、極

は、寒冷地の道路建設技術分野における研究交流及び

東地域の地質・物理探査技術、鉄橋の非破壊検査技術、

協力を促進することを目的として、
「研究交流及び協

極東地域における新しい地盤材料の活用に関する研究

力に関する協定」を締結しました。調印式へは、川村
寒地土木研究所長、高橋寒地基礎技術研究グループ長
及び筆者の計４名が出席しました。
また、極東地域における研究機関との国際研究連携

表－１
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しましたので、これらの概要を報告します。
２．極東国立交通大学（FESTU）との協定締結
２．１

極東国立交通大学の概要と研究交流の経緯

極東国立交通大学は、1937年にハバロフスク市に鉄
道研究所として設立されました。これは、ロシア極東
地域では、ウラジオストク市の極東工科大学（現在は、
極東連邦大学へ統合。）に次いで２番目の工科系大学の
設立でした。1945年には、ハバロフスク鉄道大学とな
り、シベリア鉄道やバム鉄道など極東地域の開発技術
者の人材育成へ大きく貢献してきました。その後、
1993年に極東交通アカデミーとなり、1997年に現在の
極東国立交通大学となりました。そこで、これまでの
鉄道分野だけでなく、道路、空港、水運など全ての交
通分野を網羅するとともに、エネルギー研究所、人文・
法律系の学部も有し、ロシア極東地域内のユジノサハ
リンスク、トゥンダ、スバボドヌ、ウスリンスク、ネ
リュングリに５つの分校を持つ、学生数23,000人の総
合大学へ発展しました。
CERI と FESTU 間の研究交流の経緯は、表－１の
とおりです。積雪寒冷の厳しい気象条件下において、
道路交通インフラの整備に資する研究開発を行ってい
るという共有点もあり、情報交換、相互訪問、研究交
寒地土木研究所月報
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写真－１

CERI と FESTU 間の研究交流セミナーの様子
（2010年12月）
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テーマ３編の計６編の発表と意見交換を行いました
（写真－１）
。
また、この研究交流セミナーの終了後に、研究交流
及び協力に向けた打合せを行い、研究協力の分野等に
ついて協議し、その後も、
「協定」の締結に向けて準
備を進めてきました。
２．２

協定調印式

2011年６月21日
（火）に、CERI と FESTU 間の「研
究交流及び協力に関する協定」の調印式が行われまし
た
（ 写 真 － ２）
。 調 印 式 に は、FESTU 側 か ら Ganus
Andrei 第 一 副 学 長、Kochegarov Aleksandr 学 長 相

写真－３

川村所長（左）と Ganus 第１副学長（右）

談役、Khan Svetlana 国際プロジェクト・プログラム
部長、
Stoyanovich Gennadii 教授、
Kudryavtsev Sergei
交通建設研究所長、Maleev Dmitrii 助教授等の計10名、
CERI から川村寒地土木研究所長、高橋寒地基礎技術
研究グループ長等の計４名、高橋在ハバロフスク日本
国総領事
（代理：久貝専門調査員）の合計15名が出席し
ました。
調印式では、参加者の紹介の後、Ganus 第一副学長
から、極東国立交通大学の概要が紹介されたほか、協
定の締結について喜びの言葉が述べられました。また、
2011年３月に日本で発生した東日本大震災と津波によ

写真－４

る被害について言及され、地球規模の出来事として心

調印式参加者による集合写真

配し、関心を寄せているとした上で、被災者に対する
お見舞いの言葉をいただきました。

の概要を紹介し、本協定の締結により寒冷地の道路建

これに対し、川村寒地土木研究所長から、東日本大

設技術分野の研究・技術開発において、両者の連携・

震災と津波による被害について、ロシア政府からも援

協力が一層促進されることを期待すると挨拶しまし

助物資の提供や救助隊の派遣等の暖かい支援をいただ

た。

いたことに対する謝意を表しました。その後、CERI

続いて、来賓として、高橋在ハバロフスク日本国総
領事（代理：久貝専門調査員）より、同じ積雪寒冷の気
象条件下にあるロシア極東地域と北海道の間で寒冷地
の道路建設技術の分野における研究交流が促進される
ことを期待するとともに、人的交流の面からも支援し
ていくとの挨拶をいただきました。
最後に川村所長と Ganus 第一副学長による協定書
への署名及び記念写真の撮影が行われ、調印式は無事
に終了しました（写真－３，４）。
調印式終了後は、FESTU 関係者の案内により、大
学構内の資料博物館及び実験施設（橋梁構造物の載荷
実 験 施 設、 河 川 の 水 質 浄 化 実 験 施 設 他 ）を見学し、
FESTU の歴史や研究概要に触れることが出来ました。
なお、CERI と FESTU 間の今後の具体的な研究交

写真－２
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調印式の様子

流の一つとして、日本とロシアの政府間協定に基づき
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設置された日露青年交流委員会の若手研究者フェロー
シップ事業により、2011年９月から３ヶ月の期間、
FESTU の大学院生
（博士課程）を寒地基礎技術研究グ
ループ防災地質チームにおいて受入れ、研究活動を行
うことが決定しており、両機関による今後の研究交流
及び協力関係の発展が期待されます。
３．研究機関との国際研究連携に向けた情報交換
３．１

ロシア科学アカデミー極東支部

ウラジオストク市にあるロシア科学アカデミー極東

写真－５

支部
（以下、
「極東支部」という。
）を訪問し、
Khanchuk

ロシア科学アカデミー極東支部での会議の
様子

Aleksandr 第一副支部長、Cherednichenko Aleksandr
イノベーション発展・国際関係局長、Borodin Vladimir

名と、国際研究連携の可能性について情報交換を行い

国際部長と、国際研究連携の可能性について情報交換

ました（写真－６、７）。

を行いました
（写真－５）
。
当方から CERI の概要を説明の後、先方からは次の

当方から CERI の概要を説明の後、先方からは「連
邦大学では、イノベーション活動を拡大し、国際交流

とおり説明がありました。

を促進しており、CERI との連携・協力が可能な研究

１）極東支部には34研究所が所属しており、ウラジオ

分野を検討したい。」と説明がありました。

ストクにある14研究所のほか、ユジノサハリンス

さらに、Fatkulin 副学長からは、連邦大学側で連携・

ク、ハバロフスク、ペトロパブロフスクカムチャツ

協力が可能な研究分野を抽出し、今後、連絡・調整を

キーなどに研究所があり、海洋学、構造地質学、雪

進めたいとの提案がありました。CERI としても情報

氷・雪崩、自然環境、津波予測、火山噴火、海洋微

交換を進め、連携協力関係の構築を期待するところで

生物など幅広い自然科学分野を網羅している。

す。

２）極東支部では、340の国際協力協定を締結してい
るが、この内、相手機関の31％が中国、25％が日
本であり、続いて韓国、ベトナム、米国となって
いる。
３）2011年６月に国際雪氷学会がユジノサハリンスク
市で開催されたが、同会議の主催者が極東支部で
ある。CERI からも研究者が参加した。ユジノサ
ハリンスクに極東支部の研究所があり、雪氷・雪
崩関係の研究を行っていることから、研究者間の
情報交換が期待される。
以上を踏まえ、CERI と極東支部の間で共通する研

写真－６

極東連邦大学での情報交換の様子（CERI 側）

究分野もあることから、今後とも情報交換をしていく
こととしました。
３．２

極東連邦大学

ウラジオストク市にある極東連邦大学
（2011年に極
東国立総合大学、極東国立工科大学、太平洋国立経済
大学、ウスリースク国立教育大学の４大学が統合、以
下、連邦大学という。）を訪問し、Fatkulin Anvir 科学・
イノベーション担当副学長（元極東国立工科大学学
長）
、Dikarev Valerii 国際関係担当副学長補佐ほか４
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写真－７ 極東連邦大学での情報交換の様子（連邦大学側）
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４．アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）開催に向け
た施設整備

いましたが、空港までのアクセス道路は一部が完成し
ているものの、殆どの区間が仮道又は砂利道となって
いるほか、橋梁、函渠等の構造物が建設中でした（写

2012年９月にウラジオストク市ではアジア太平洋経

真－10）。

済協力会議
（ＡＰＥＣ）が開催されます。現在、同会議

今回の訪露では、ロシア極東地域において道路等の

に向けた施設整備が盛んに進められており、建設現場

インフラ整備へ活発な投資が行われている状況を目に

では、韓国、中国等の外国人を含む３万人以上の作業

し、ハイピッチかつダイナミックに変貌・発展する同

員が動員
（2011年６月現在、The Voice of Russia 報道

地域の様子を伺い知ることが出来ました。

による）
されています。
市内の２箇所で斜張橋を建設中で、１橋はウラジオ
ストク中心部と会議のメイン会場となるルースキー島
を 結 ぶ ル ー ス キ ー 島 大 橋（ 仮 称 ）で 橋 梁 部 全 長
1,885.53m、最大支間長1,104m、通行部幅員23.8m（４
車線）
、主塔の高さは180m 以上で世界最大の斜張橋
となる予定です
（写真－８）。また、他の１橋は、市内
の金閣湾を横断する金閣湾横断橋（仮称）で、橋梁部全
長1,388.09m、最大支間長737m の４車線で、これらの
２橋はこれから１年以内で中央径間の架橋から舗装ま
でを整備する予定です（写真－９）
。
写真－10

空港までのアクセス道路の工事状況

５．おわりに
この度の FESTU との「研究交流及び協力に関する
協 定 」 の 締 結 に あ た り、Maleev Dmitrii 助 教 授、
Khan Svetlana 国際プロジェクト・プログラム部長を
はじめとする同大学の関係者の皆様並びに在ハバロフ
スク日本国総領事館からご支援をいただきました。ま
た、ウラジオストク市では極東支部及び連邦大学との
写真－８

斜張橋建設現場（仮称：ルースキー島大橋）

研究連携に向けた情報交換に当たり、在ウラジオスト
ク日本国総領事館の鈴木副領事より、先方との連絡・
調整、随行等の支援を賜りました。この場を借りて御
礼申し上げます。

写真－９

斜張橋建設現場（仮称：金閣湾横断橋）

この他、市内中心部の歩道・車道の整備工事、空港
からのアクセス道路（国道）の拡幅工事等が実施されて
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