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１．情報通信技術
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 ICT: Information Communication Technology
情報通信技術

 IoT: Internet of Things
様々なものがインターネットに接続され情報交換
することにより相互に制御する仕組み

 Soft Computing
情報処理を取り込んだ技術

 Big Data
ビックデータ

 AI: Artificial Intelligence
人工知能

 Deep Learning
深層学習

 Data Mining
鉱山採掘（Mining）から派生した用語で、鉱山開発

が有用な資源を抽出することを目的にしているこ
とに例え、多くの情報から必要な情報のみ活用す
る手法

ICT用語の包含関係
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出典：Australian Bureau of Statistics
鉱山業界の所得は豪州平均の2倍
（年収13.7万豪ドル（約1,200万円）

 高所得理由
①鉱山という専門性
②地理的要因（Fly-in/Fly-out）
③人材不足（鉱山志望の学生減）

産業別の平均週給（2016年11月）

産業別の平均週給

２．鉱山機器自動化の背景（人件費の高騰）



３．無人ダンプトラックの導入状況
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無人ダンプトラック導入のメリット
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鉱山操業で最も従事者が多い部門はダンプトラック運転手
概ね1台のダンプトラックに対し4～5名の運転手が必要
一般的にダンプトラックの運転手は12時間交代の2シフト制

人件費の削減

（鉱山規模によるが）
1台のショベル/エクスカベーター当た
り、数台～十数台のダンプトラック



無人ダンプトラック導入のメリット
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従業員の出勤シフト
2週間連続出勤、1週間連続休日（Fly-in/Fly-out）

 Fly-in/Fly-out → 従業員移動費用、キャンプ維持費

無人ダンプトラック導入のニーズの高まり
鉱山会社は操業コストの削減、鉱山労働者不足への対処

経費の削減

Fly-in

Fly-out



無人ダンプトラック導入のメリット
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厳しい労働環境から従業員を解放
有人ダンプトラックの事故（衝突・落下・横転・スリップ）
事故の発生 → 操業停止 → 閉山あるいは倒産
適正な走行管理による大型タイヤの磨耗の軽減

安全性の向上



無人ダンプトラック開発状況（コマツ）
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1990年 日本で無人ダンプトラックの開発を開始
国内の鉱山で、将来の運転手不足が予想され、潜在的ニーズあり
国内小規模鉱山では採算が合わず、海外大規模鉱山に導入検討

1995年 豪州の炭鉱で無人ダンプトラックの試験開始
1996年 鉱山機械運行管理システム会社Modular Mining Systems（米国）を買収
1998年 無人ダンプトラック運行システム（AHS）－「FrontRunner®」現場試験
2005年 無人ダンプトラック5台による試験（チリ・CODELCO銅鉱山）
2008年 無人ダンプトラック11台によるAHS商業展開（チリ・CODELCO銅鉱山）

無人ダンプトラック5台によるAHS商業展開（豪州・Rio Tinto鉄鉱石鉱山）
 2017年1月時点で72台運転中（豪州・Rio Tinto鉄鉱石鉱山）

2016年 無人ダンプトラック5台によるAHS商業展開（カナダ・オイルサンド鉱山）

参考（無人専用運搬車両）



無人ダンプトラック開発状況（日立建機）
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2012年 ダンプトラックの自律走行システム（AHS）の開発を開始

2013年 豪州QLD州の炭鉱でAHS搭載ダンプトラック実用化試験を実施中
安全性、信頼性、効率性などの向上、そしてFMSとの適用性を試験
近年中には商業化予定



無人ダンプトラック開発状況（Caterpillar）
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2012年  Fortescue Metals Group（FMG）の豪州西オーストラリア州Pilbara（ピル
バラ）地域のSolomon鉄鉱石鉱山に無人ダンプトラック（AHS）を納入

有人と無人ダンプトラックが混在した操業
 AHSを導入することにより20%の生産性の向上（FMG）

2013年  BHP BillitonがPilbara地域で生産しているJimblebar鉄鉱石鉱山で無人
ダンプトラック（AHS）の実証試験。実証試験には6台のAHSを投入

有人と無人ダンプトラックが混在した操業

2014年 隣接するWheelarra 4ピットで6台の無人ダンプトラック（AHS）が投入
有人と無人ダンプトラックが混在した操業

有人と無人ダンプトラックが混在しても操業
パフォーマンスが向上できるというのが
Caterpillarの売り



ダンプトラック運行管理システム（FMS）
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 鉱山の重機の運行管理
 遠隔地から複数の鉱山を管理
 操業最適化

FMS: Fleet Management System

ICTを活用し、
保守管理
重機位置確認
省エネ管理
配車管理
運搬ルート管理

鉱山運行管理システム（FMS）概念図（日立建機）

 FMSは基本的に各社同様なシステム
 独自機能、指令方法が異なる

（重機メーカーヒアリング）

ダンプトラックの待ち時間を作らない



ダンプトラック運行管理システム（FMS）
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 重機の故障を避けるため、
機器の健康状態をリアルタ
イムで把握するシステムも
組み込む

コマツ 日立建機 Caterpillar
FMS開発会社 Modular Mining 

Systems（米国）
Wenco International 
Mining Systems（カナダ）

自社開発
「MineStar」FLEET

健康管理 KOMTRAX Plus Readyline,TireMaxなど 「MineStar」HEALTH

健康管理システム「KOMTRAX Plus」（コマツ）
重機の健康管理システム



その他、操業管理システム
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 GPSによる位置情報

 ダンプトラックに取り付けた
カメラの画像解析とミリ波
レーダーによる障害物認識

 車車間・路車間通信技術

安全運転支援システム
Fleet Awareness V2X（日立建機）

衝突防止（障害物認識）



４．鉱山機器自動化導入事例

14 Rio Tinto Hope Downs 4 iron mine



鉱山機器自動化導入事例（Rio Tinto）
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Rio Tinto、Vale、BHP Billiton
・鉄鉱石3大メジャー

Perth北方約 1,500kmに位
置するPilbara地域に15の鉄
鉱石鉱山を操業

 2016年鉄鉱石販売量
・3.3億トン（90万トン／日）

早くからICTを取り込むこと
により操業の最適化を実現

 2008年12月にコマツの無人トラックの運用を開始
 2017年1月時点で3鉄鉱石鉱山でコマツの無人ダンプトラック72台導入
 Rio Tinto鉱山（Pilbara地域）で稼動しているダンプトラックのおよそ2割

1,500km



鉱山機器自動化導入事例（Rio Tinto）
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Rio Tinto Operation Centre, Perth

鉱山の操業最適化

鉄鉱石鉱山の採掘、重機、選鉱施設等プラント、鉄道、港湾、ユーティ
リティー等あらゆるデータを監視

センターから現場に指示、あるいは制御が可能

コントロールルームは、採掘、プラント、港湾、鉄道、重機監視の部署ご
とに配置されており、Dynamic Schedulingという部署が全体を監視

本システムを導入することによって12%の操業コスト削減効果

 スタッフ120名
 3交代制365日24時間監視
 2006年に開発開始
 2009年に運用



鉱山機器自動化導入事例（Rio Tinto）
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鉱山名：Hope Downs 4 iron mine（HD4）
操 業：Hancock Prospectingとの50:50のJV（2013年操業開始）

Rio TintoがOperation
従業員：は600～700名（メンテナンスコントラクター要員含む）
勤 務：1日12時間間労働、2週間勤務-1週間休暇のFly-in/Fly-out
販売量：SOP（Saleable Ore Production）で年間約1,500万トン
設 備：無人ダンプトラック（コマツ830E）20台

ショベル1台
エクスカベーター3台
ローダー3台
ドリルリグ5台
選鉱場、他

無人ダンプトラック導入鉱山の概要（現地調査）



鉱山機器自動化導入事例（Rio Tinto）
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 有人と無人ダンプトラックを混在させない
・運転手の過失による事故の排除

 運搬道路（Haul road）は、有人ダンプトラック運搬道路より広くする
・安全性の向上

 無人ダンプトラックを新規の鉱山に導入する
・既存鉱山の場合、鉱山設計の要変更

無人ダンプトラック導入の条件



鉱山機器自動化導入事例（Rio Tinto）

19

 給油
 24時間に1回給油（ディーゼル）
常に1台はメンテナンス（最大19台の運用）

 メンテナンス範囲
Rio Tintoが9割、コマツが1割
基本的にコマツはGPSやレーダーの点検

 走行率（無人ダンプトラックが1日当たり走行している率）
 73%（給油時間、鉄鉱石積載時、待機時は除く）

 指示
鉄鉱石は有人ショベルで無人ダンプトラックに積み込み
ショベル運転手はデータ通信によって積載量を把握し発車指示
無人ダンプトラックの停車位置は、Perthのオペレーションセンター
または現場（管制車）から指示可能

無人ダンプトラックの稼働状況



鉱山機器自動化導入事例（Rio Tinto）
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Mine of the Future™
Operations Centre

Autonomous haulage systems (AHS)
（無人ダンプトラック）

Automated drilling system (ADS)
（自動穿孔システム）
2014年運用※炭鉱でも利用

Auto Haul®
（鉄道無人化システム）

更なる鉱山の操業最適化に向けて「Mine of the Future™」



鉱山機器自動化導入事例（BHP Billiton）
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 2016年にBHP Billitonは鉄鉱石鉱山にお
けるオペレーションセンター（IROC-Perth）
の経験をもとに、 IROC-Brisbane (IROC:
Integrated remote operations centre)を立
ち上げ（石炭鉱山の操業最適化）

IROC-Brisbane
 24時間365日体制の運用
 操業データをリアルタイムで収集、フリート管制による重機の監視

BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance)の炭鉱（QLD州）
BMC (BHP Billiton Mitsui Coal)の炭鉱（QLD州）
Hay Point 石炭ターミナル（QLD州）
Mount Arthur炭鉱（NSW州）

IROC-Perth



５．鉱山機器自動化に関する法規制
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自動化採掘に関する実施規則（世界初）を公表（2015年9月）
「Code of Practice - Safe Mobile Autonomous Mining in Western Australia」

鉱山安全検査法（Mines Safety and Inspection Act 1994）

西オーストラリア州

無人ダンプトラック導入によりガイドライン策定の検討

実施規則の制定には鉱山会社、専門家、更にISOの助言も得て、18ヶ月を要して作成

2014年8月に無人ダンプトラックの最初の事故
・Pilbara地域のBHP Billiton Jimblebar鉄鉱石鉱山
・無人ダンプトラックと有人散水車の衝突事故

その他の州では基本的に各社がガイドラインを定めている。Queensland大学の専門家は、国際基準
（例えばISO）でガイドラインを決めるべきであるが、制定には多くの時間を要するであろうとの意見。



６．炭鉱で活用可能な自動化システム
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Longwallの自動化システム（坑内）

Longwall Automation Steering Committee (LASC)
 CSIRO（主導）
 Longwallメーカ（JOY Global/EICKHOFF Australia等)

【LASC Longwall】
技術的に完全無人化Longwall採炭技術の確立

ACARP 

研究費

ACARP
Australian Coal Association Research Program

Longwall設備（ドラムシェアラーと自走枠）

炭鉱で活用可能な自動化システム



切羽の自動直線化、水平コントロール（センサ&ソフトウェア）
 Longwall機器との相互通信、切羽の3Dモニタリングシステムなど

豪州の60%の
Longwallに採用

【LASC Longwall】の開発内容

生産性向上
5～30%

Glencoreの炭鉱

2
5

払跡（Goaf）
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Face Conveyor

LASC Longwall導入

人員削減
10人前後→3名

Longwall Longwall

炭鉱で活用可能な自動化システム

Longwallの自動化システム（坑内）
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コンティニュアスマイナー（CM）自動化
→ 技術的に確立

シャトルカー（SC: Shuttle car）自動化
→2017年開始（ACARPから予算を確保）

コンティニアスマイナ

シャトルカー

ベルトコンベア

自動運搬ボルティング装置

 自動運搬ボルティング装置
→ 技術的に確立

掘進の自動化システム（坑内）

CM SC

炭鉱で活用可能な自動化システム

自動運搬ボルティング装置



炭鉱で活用可能な自動化システム
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Mining3の研究

2014年
豪州政府機関 → 産業界出資

政府機関

大学

資源企業

メーカ

メンバー

パートナー

BHP Billiton
Newcrest
Newmont
Rio Tinto

Komatsu Mining Corp



炭鉱で活用可能な自動化システム
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研究資金
Mining3独自が拠出
 メンバーが拠出
 メンバーが拠出 ＋ ACARPファンド

Mining3の活動のゴール
 鉱山機械技術のブレークスルー
 開発した技術、機械の商業化、商品化

共有技術の共同研究

研究コスト削減
（企業のメリット）

豪州石炭生産会社拠出

Mining3の研究



炭鉱で活用可能な自動化システム
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Load Haul Dump 自動化

Northparkes鉱山（坑内掘）では、
全てのLHDを、地上からの遠隔操
作により無人運転

自動ドリリング

Hunter ValleyのRioTintoの
炭鉱ではドリリングの自動
化を導入

光ファイバーによるコンベア監視

鉱山によって30～40kmにも及ぶ

コンベアのベアリングの異音を感知
するリアルタイム監視を研究

Mining3の研究



炭鉱で活用可能な自動化システム
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小型飛行船による坑内監視

 ヘリウム充填した飛行船
 カメラ、センサ搭載
 落盤事故等の現場の状況監視
 不明者の捜索

カメラとレーザーを使用した坑内3Dマッピング

 Sirovisionの活用

 坑内坑道や露天掘ピットの岩壁面の精
密な3D画像が作成可能

 岩石性状の自動判別機能
 断層や亀裂の自動検出機能

CSIROの研究



炭鉱で活用可能な自動化システム
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Headset型 VR装置

 スマートフォンを利用
 鉱山体験
 Mining Engineering教育

iCinemaによる救護隊訓練

 バーチャルリアリティー（VR）の活用
 NSW州の鉱山救護隊訓練センターに導

入（4箇所）
 新入社員教育

大学の研究
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ドローンの活用

露天掘炭鉱ピットの表土温度監視

鉱山分野における三次元モデルの活用分野
＜開発前段階＞

・地形、土地利用
・地質調査データ解析とモデリング
・採掘計画立案のためのモデリング

＜開発段階＞
・鉱山設計、剥土量・採掘量の計算
・破砕帯、斜面崩壊のモニタリング
・貯炭場、捨石場の管理（面積、容積）
・自然発火・火災の監理

＜開発後段階＞
・リクラメーション監視（陥没、植生状況）

炭鉱で活用可能な自動化システム

・4Kカメラ
・画像解析技術向上



７．鉱山会社の自動化導入のニーズ
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 無人ダンプトラック

 運行監視センター

 安全システム

 カメラ、レーザ等による鉱山管理（マッピング等）

 ショベル等の重機に関しては、自動化のニーズは少ない
 ニーズがないため重機メーカも開発はしていない

ニーズがある自動化技術



７．鉱山会社の自動化導入のニーズ
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1) 鉱山の規模
• 一定量の採掘規模、及び最大限の稼働時間（365日24時間操業）
• 無人ダンプトラックのみの操業

2) 鉱山設計
• 新規鉱区に無人ダンプトラックを導入

3) 導入コスト
• 総合的に管理するシステムなど多くの設備投資が必要
• 無人ダンプトラックはその手段の一つ

4) 地域性の配慮
• 地域社会の雇用の確保という点も考慮が必要

無人ダンプトラック導入の課題



８．まとめ
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鉱山ではICTの導入が加速

 ICT導入は企業の操業安定に貢献

鉱山操業最適化は個々の自動化
技術に加え、総合的に管理するシ
ステムの運用が重要

今後の展開
 現在はBig Dataの収集段階
 Deep Learning、AIを組み込んだ

ICT高度化
 更なる省人化、無人化が進行
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