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1. 調査概要（調査目的・調査内容・調査地域） 
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1.1 調査目的 
  ベトナムに適した捨石堆積場環境対策方法の調査 

1.2 調査内容 
 (1) 平成22～23年度（NEDO調査） 
    捨石堆積場での現地試験調査（Quang Ninh炭田 Deo Nai炭鉱） 
 

 (2) 平成24年度（JOGMEC調査） 
   ①現地試験のフォローアップ調査（Deo Nai炭鉱） 
 

   ②環境問題現状調査（Quang Ninh炭田） 
    ・緑化復元問題 
    ・粉じん問題 
    ・排水問題 
 

      ③技術移転（On the job training) 



2 

1.3 調査地域 

Quang Ninh炭田 

Deo Nai炭鉱 

Nui Beo 炭鉱 



２. フォローアップ調査 
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現地調査位置（1ha） 

面積：2km×1km（200ha） 

堆積量：2億m3 

法面傾斜：35～40度 

ベンチ間法面長：20～100m 

現地調査個所 

調査個所からの眺望 

2.1現地調査位置 
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1． 法面保護試験 ①法面の整形

（堆石岩石の移動抑制） ②排水路の布設

③土留工の設置

2． 土壌改良試験 ①土壌と石炭灰の混合試験

（酸性土壌の改良） ②石炭灰土のう設置試験

③排水路土のうへの石炭灰の混合

④植栽土のうへの石炭灰の混合

⑤石炭灰の散布

3． 植栽試験 ①従来工法植栽試験

（適正植物、工法の選定） ②マルチィング工法植栽試験

③植栽土のう工法植栽試験

2.2 現地試験内容 



2.3 法面保護試験結果（フォローアップ調査） 
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2012.12 法面整形 2011.8 

2011.9 排水路の設置 2012.12 

土留の設置 2011.9 2012.12 
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2.4 植生試験結果（フォローアップ調査） 

非常に良好な区域 
2012.12 2011.9 

非常に不良な区域 
2012.12 2011.9 

普通区域 
2012.12 2011.9 
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2011.9 2012.12 

西部区域 

東部区域 

下部区域 

2011.9 2012.12 

2011.9 2012.12 

2.5 現地試験全体結果（フォローアップ調査） 
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2.6 法面保護試験・土壌改良試験の評価（フォローアップ調査） 

法面保護試験の有効性 

法面保護試験の有効性 
試験方法 有効性 備考 

法面の整形 非常に有効 ・大規模整形は不適 

主要排水路 非常に有効 ・排水対策が安定に寄与 

支線排水路 一部で有効 ・緩斜面では有効 
・急斜面では不適 

土留 有効 ・悪条件個所で設置 

試験方法 有効性 備考 

土壌と石炭灰の混合 非常に有効 ・急斜面での作業困難 
・石炭灰使用量が比較的少ない 

石炭灰土のう設置 やや有効 ・効果範囲が狭い 
・急斜面でも工事可能 

植栽土のうへの石炭灰混合 判断出来ず ・比較的作業容易 

支線排水路土のうへの石炭灰混合 判断出来ず ・比較的作業容易 

石炭灰散布 判断出来ず ・作業容易 

各土壌試験の有効性 
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2.7 植栽試験の評価（フォローアップ調査） 

各土壌試験の有効性 
試験方法 有効性 備考 

 
 
苗木の種類 

アカシア 非常に有効 ・乾燥に強い 
・生長が早い 

・寿命が短い 
・外来種 

マツ やや有効 ・乾燥に弱い 
・生長が遅い 

ススキ 非常に有効 ・乾燥に強い 

苗木の本数 4500本/ha ・2500～4500本/ha ・緩傾斜地2500本/ha 

 
 
 
 
植栽方法 

マルチング工法 非常に有効 ・乾燥防止に有効 
・土砂移動防止に有効 
・作業容易 
・材料入手容易 

植栽土のう工法 判断できず ・岩塊地で有効？ 
・酸性土壌で有効？ 

・土壌移動個所では不適 
・作業が多い 

従来工法 有効 ・緩傾斜地で有効 
・作業容易 
・安価 



10 

３. 環境問題の現状 
 3.1緑化復元問題（環境問題の現状） 

 今後の緑化復元個所 
 

 ・悪条件斜面（ガリー侵食斜面、少土壌斜面） 
 

 ・未緑化捨石堆積場 
 

 ・採掘跡地 

ガリー侵食斜面 未緑化捨石堆積場 採掘場 

(Deo Nai 炭鉱) (Nui Beo 炭鉱) (Nui Beo mine) 
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3.2 粉じん問題（環境問題の現状） 

粉じん発生源 
 

 ・剥土・石炭運搬道路 
 

 ・未緑化捨石堆積場 
 

 ・採掘跡地 
 

 ・石炭整粒工場 

散水車 剥土運搬トラック 

(Deo Nai 炭鉱) (Coc Sau炭鉱) (Nui Beo mine) 

剥土運搬トラック 

Coc Sau炭鉱 22

Deo Nai炭鉱 15

HaTu炭鉱 25

Nui Beo炭鉱 14

Cua Ong選炭工場 4

散水車保有台数 
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3.3 排水問題（環境問題の現状） 

排水処理方法 
 

 ・捨石堆積場からの排水 → 沈砂池          → 放流 
                    直接放流 
 

 ・採掘場からの排水    → 中和処理施設 → 放流 
 

 ・抗内からの排水      → 中和処理施設 → 放流 

沈砂池 中和処理施設 

(Deo Nai 炭鉱) (Coc Sau炭鉱) 
中和処理施設 

(Vang Danh炭鉱) 
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3.4 環境問題の優先度（環境問題の現状） 

VINACOMINの優先度 
 

 ① 捨石堆積場の早期緑化 
 

 ② 粉じんの抑制 
 

 ③ 排水処理 

早期緑化 粉じんの抑制 

(Ha Tu炭鉱) (Nui Beo炭鉱) 

排出処理 

(Mao Khe炭鉱) 
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４. 最優先課題に対する対応と効果 

VINACOMIN側の最優先課題（平成25年1月30日技術委員会より） 
 

 

捨石堆積場の早期緑化 
 
 

・機械化施工による早期緑化（ハイドロシーダ方式吹付施工） 

 広範囲播種工 
 

 播種工と植栽工の併用緑化 
 

 導入植物の多様性への展開 
 

 緑化工技術の移転  
 
               

END 


