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要約 

 

事業件名 

平成３０年度産炭国に対する石炭採掘・保安に関する技術移転事業のうち海外派遣研修業

務（インドネシア） 

 

本事業は、海外産炭国に対して、我が国の優れた石炭生産・保安技術を移転することで、

我が国における石炭資源の安定的な供給確保に繋げることを目的として実施するものであ

る。 

本事業の対象国であるインドネシアでは、今後、露天掘りから坑内掘りへの移行が見込

まれており、我が国の炭鉱技術者等をインドネシアに派遣し、現地の炭鉱技術者等を対象

として技術移転を進めることで、インドネシアにおける安定的な石炭生産に繋げる。 

研修では、東カリマンタン州のグルバン・ダヤ・マンディリ(GDM)炭鉱及び西スマトラ州

のアライド・インド・コール･ジャヤ(AICJ)炭鉱を現地指導場所として、採鉱技術、運搬技

術、機電技術、保安技術、炭鉱開発技術及び選炭技術等の研修を実施した。また、行政機

関の職員や鉱山系大学等の学生に対して、セミナー方式での保安技術等の研修を実施した。 

本事業により、インドネシアにおける炭鉱の生産性の向上、保守管理の改善及び保安の

向上が期待される。
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Ⅰ 事業の概要 

 

1. 事業件名 

  平成３０年度産炭国に対する石炭採掘・保安に関する技術移転事業のうち海外派遣研

修業務（インドネシア） 

 

2. 事業の目的及び内容 

 （１）事業の目的 

本事業は、海外産炭国に対して、我が国の優れた石炭生産・保安技術を移転する

ことで、我が国における石炭資源の安定的な供給確保に繋げることを目的とする。  

 

（２）事業の内容 

本事業の対象国であるインドネシアでは、今後、露天掘りから坑内掘りへの移行

が見込まれており、我が国の炭鉱技術者等をインドネシアに指導員として派遣し、

現地炭鉱技術者等を対象として技術移転を進めることで、インドネシアにおける

安定的な石炭生産に繋げる。 

研修では、東カリマンタン州のグルバン・ダヤ・マンディリ(GDM)炭鉱及び西ス

マトラ州のアライド・インド・コール･ジャヤ(AICJ)炭鉱を現地指導場所として、

採鉱技術、運搬技術、機電技術、保安技術、炭鉱開発技術及び選炭技術等の研修を

実施するとともに、行政機関の職員や鉱山系大学等の学生に対して、セミナー方式

での保安技術等の研修を実施する。 

また、本事業にかかる研修生に対して適切な動機付けが出来たかなど、インドネ

シア側の評価を確認する。 

 

１）インドネシアとの調整および研修サイトの選定に係る業務 

派遣研修内容、規模、期間、研修サイトの選定について相手国との調整に係る

業務を実施する。 

２）研修準備に係る業務 

研修に用いる研修テキスト･資料を作成する。 

３）インドネシアでの現地指導業務 

炭鉱技術者等を対象とした現地指導を実施する。 

 

（３）実施期間： 平成 30 年 5 月 16 日～平成 31 年 2 月 28 日 
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Ⅱ 事業の実施結果 

 

1. インドネシアにおける研修 

 

 本年度は、東カリマンタンチーム、西スマトラチーム、選炭環境保安技術普及・促進チー

ムの３チームに分かれて、インドネシア国内にて研修事業を実施。 

 
GDM 炭鉱＝Gerbang Daya Mandiri（グルバン･ダヤ･マンディリ）炭鉱 

AICJ 炭鉱＝Allied Indo Coal Jaya（アライド･インド･コール･ジャヤ）炭鉱
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1.1 東カリマンタンチーム 

HRDCGMC（Human Resources Development Center for Geology,Mineral and Coal：地質・

鉱物・石炭人材開発センター）（以下、HRDCGMC として記載）が東カリマンタン地区の研修

場所として選定した、グルバン・ダヤ・マンディリ（GDM）炭鉱において、現地指導を実施

した。 

 

1.1.1 研修実施炭鉱の概要 

 東カリマンタンチームが研修を実施した GDM 炭鉱は、東カリマンタン州クタイ・カルタネ

ガラ県テンガロン・スブラン郡に位置し、サマリンダ市から北北西約 15km のところにある。

鉱区面積は 1,758 ヘクタールで、マハカム河の積込港よりサマリンダ沖の外洋積込ポイン

ト（Muara Jawa）までのバージ輸送距離は 120Km（マハカム河沿いの炭鉱の中でもバージ輸

送距離は短い）と、良好な位置条件を有する。図 1.1-1 に GDM 炭鉱位置を示す。 

 

図 1.1-1 GDM 炭鉱位置図（出所：各種情報より MMR 作成） 

 

2001 年に設立され、2007 年に ABK（PT.ANUGERAH BARA KALTIM）グループに入った。2008

年 9 月から開発に着手し、2009 年 1 月に積込港（積込能力：800t/h）及び石炭破砕設備（破

砕能力：400t/h）を、2009 年 6 月に石炭運搬道路（幅：10m、総距離：5Km）を完成させ後、

2009 年 9 月に剝土作業に掛かり、10 月より露天掘りによる生産を開始。以来、2013 年 5 月

まで生産していたが、石炭価格が下がったため、露天掘り採掘を休止した。その後 2017 年

より生産を再開している。 

坑内掘開発の沿革については、まず、2014 年 1 月に露天掘り採掘跡ハイウォールに鋼枠

を施枠して脚下をコンクリートで固めて南坑口を開設し、坑口周辺のハイウォール及び坑
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口天盤側壁のセメント吹きつけ、坑内の坑道セメントライニングを実施した後、同年 6月よ

り掘進を開始した。 

現在の坑内展開は、ロードヘッダ 2 台による機械化掘進を 2 先体制の 3 交代で実施して

いる。掘進箇所は試験切羽のパネル掘進となる第二南 1号風道、第二南 1号ゲートである。

第一北斜坑は将来の揚炭坑道となるが、拡大作業、下盤の整盤及び盤打ちを実施、併せてベ

ルトコンベア機材の搬入組み立てを実施している。2019 年 2 月 12 日までの掘進長は、第一

北斜坑 510.9m、第二北斜坑 408.2m (海面より-134.5m )、第一南斜坑 513.7m、第二南斜坑

483.7m (海面より-147.5m )、第二南 1号風道 3.2m、第二南 1号ゲート 84.4m であり、1目

貫から 6目貫等を含め総計で 2352.5m となっている。 

 

 (1)坑内計画概要 

1) 坑内掘可採埋蔵量 59,500 千 t（深度：-100m～-400m） 

2) 坑内掘主要炭層：A層、BC 層、E層、F層、H層 

3) 発熱量：5,400～6,200Kcal/Kg（坑内対象炭層） 

4) 掘進はロードヘッダによる機械化掘進 

5) 支保はルーフボルト及び鋼枠 

6) 採炭はドラムカッター（DC）と自走枠の組み合わせによる完全機械化採炭 

7) 揚炭はベルトコンベア及びチェーンコンベア運搬 

8) 機材はホイストによる軌道運搬 

以下、図 1.1-2～4 に GDM 炭鉱北側坑内計画図、採掘対象区域地質断面図、坑内現状図

（2019 年 2 月）、坑内掘進研修実績位置図を示す。 

 
図 1.1-2 GDM 炭鉱北側坑内計画図 
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図 1.1-3 採掘対象区域地質断面図 

 
図 1.1-4 坑内現状図（2019 年 2月） 

 

 

 (2)保安・生産 

2009 年 10 月から露天掘り採掘による生産を開始後、2013 年 6 月に一時採掘を休止

したが、2017 年に再開した。坑内展開は 2014 年 5 月からロードヘッダによる完全機械

化掘進を実施している。 表 1.1-1～2 に 2009 年～2018 年迄の GDM 炭鉱全生産量推移

表（年別）と 2014 年度～2018 年度の 2 月 12 日までの GDM 炭鉱保安・掘進推移表（年

度・月別）を示す。  

                    

  表 1.1-1 GDM 炭鉱全生産量推移表（年別）     （原炭 t） 

年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014～

2016 年 

2017 年 2018 年 計 

露天掘り 60,950 387,120 433,150 426,770 83,940 0 160,842 399,878 1,952,650 

 

表 1.1-2 GDM 炭鉱保安・掘進推移表（年度・月別）     （負傷者：人／月、掘進長：ｍ）      
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年度 2014 年度 計 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月  

負傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

掘進 0 3 1 10 14 23 20 23 30 23 5 24 176 

                        

年度 2015 年度 計 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12月 1 月 2 月 3 月  

負傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

掘進 17 10 45 56 48 26 29 14 32 86.5 76.0 36.0 475.5 

    

                     

年度 2016 年度 計 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月  

負傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

掘進 0 16.0 34.0 48.5 36.5 90.5 56.5 69.5 13.0 58.5 79.0 61.0 563.0 

   

年度 2017 年度 計 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3 月  

負傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

掘進 48.0 16.5 14.5 55.0 137.0 93.0 92.0 43.5 61.5 49.6  44.1 22.0 676.7 

                                                           

年度 2018 年度 計 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3 月  

負傷 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 2 

掘進 54.6 27.9 46.5 55.2 40.5 1.0 9.0 48.5 62.1 32.8 64.7 - 442.8 

※2018 年度実績は 2018 年 2月 12日まで 

 

 (3)研修の目標 

GDM 炭鉱を東カリマンタン地域における坑内掘りのモデル炭鉱とするべく、早期かつ

安定的な生産開始を目的にして、以下の重点項目について研修を実施。 

 

〈採鉱技術〉 

①掘進技術：沿層掘進における掘進機械運転技術、始業・終業点検、枠入れ、成る木の締め

上げ、直線化等の施枠等の指導 

②保坑技術：水処理のための溝割り、バック掘り、サイドダンプローダによる盤打ち整盤、

天盤切り上げ等の荷抜き、当たり付け等の指導 

③保安技術：救急法、救護隊、重大災害防止、頻発災害防止、災害防止への取り組み、保安

点検、規則の遵守等の指導 

④通気管理技術：通気網解析システム、主要扇風機維持管理、ガス測定等のガス管理、風門

維持管理等の指導 
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⑤探査・測量技術：坑内ボーリング及びスライム解析法、坑道センター、腰線入れ、石炭層

のコンター（等高線）の作図、トランシットによる測量、トラバース測

量及び計算等の指導 

⑥坑内設計技術：目抜きの巻立枠の設計等の指導  

〈運搬技術〉 

①運搬設備管理技術：チェーンコンベア新設・撤去、点検方法、故障復旧技術、部品整備、

予備品管理等の指導、ベルトコンベア点検方法、運転管理、部品整備、

予備品管理、延長、動力計算等の指導 

②運転管理技術：坑内全般状況の把握、運搬災害防止対策等の指導 

③大型巻管理技術：ワイヤーロープの管理、ホイストの設置方法、点検方法、運転操作、維

持管理、軌道管理、動力計算等の指導  

〈機械技術〉 

①排水管理技術：ポンプ座計画、水処理方法、ポンプ及びバック管理、ポンプの整備等の指

導 

②掘進機械維持管理技術：掘進機械の日常点検整備、故障対策、予備品管理、オーバーホー

ル等の指導 

③各種機器の整備技術：コンプレッサー、エアーブロック、サイドダンプローダ、ハウサリ

ット等の点検整備等の指導  

〈電気技術〉 

①坑外電気設備管理技術：発電所運転管理、坑外電気室管理及び電圧の高圧化、集中監視等

の維持管理、ケーブル接続、故障対策、改善技術等の指導 

②掘進機械維持管理技術：掘進機械の日常点検整備、故障対策、予備品管理、オーバーホー

ル等の指導 

③坑内電気設備管理技術：坑内高圧電気室新設及び維持管理、サイドダンプローダ、ポンプ、

各種スイッチ及びケーブル等の維持管理、ガスセンサー等の保

安装置維持管理、機器の接続試運転等の指導 

④各種機器整備技術：各種スイッチ類、モーター、センサー類等の点検整備等の指導  

 

以下、表 1.1-3 に平成 30 年度東カリマンタンチーム研修日程及びカリキュラムを示す。 
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表 1.1-3 平成３０年度東カリマンタンチーム研修日程及びカリキュラム 
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1.1.2 研修項目別事業実績 

(1)採鉱技術 

1)掘進技術 

目標の炭層に到達するためには炭層を貫縫しなければならないが、その際、メタンガ

ス、湧水等が発生する。そこで、このメタンガス管理や湧水対策に係る沿層掘進技術が

必要となることから、切削後の迅速な天盤側壁等の固めによる亀裂発生防止を図る掘

進機械運転技術、枠入れ、成る木の締め上げ、切張り直線化等の施枠技術の指導を行い、

掘進技術の向上を図るため、実技指導を実施した。 

a.第二北斜坑ロードヘッダ掘進技術 

① 研修場所 

GDM 炭鉱第二北斜坑、6目貫及び 1号風道 

② 研修内容 

第二北斜坑、6目貫及び 1号風道において掘進技術の実技指導を実施した。実績と

して第二北斜坑は基点402.2m(9/17)から408.3m(2/13)位置までの6.1m、6目貫43.6m、

1 号風道 3.2m の掘進長となった。 

沿層掘進での日々の始業・終業点検として、施枠後の炭層壁のはみ出しや間漏れ等

による当付けの乱れや緩みの点検及び湧水状況の点検等の強化を指導した。また、沿

層掘進の状況に対応した材料の準備とロードヘッダの敷き込み等に使用する坑木等

の材料不足による作業能率低下等発生しないように、緊急材確保の方法も指導した。 

沿層掘進の際、炭層で比較的容易に切削ができる場合においては、切削時のドラム

の上下変動や旋回時のドラム送りによる変動を 小限に抑えて切削時間を短縮する

操作方法を実施した。 

上段切削では、沿層掘進による切削から先受けを素早く実施する基本作業に則っ

て、切削を実施した。また、ドラムの回転と同時方向へのドラム先送りの運動により、

切羽を押さえて切削し、炭層での大きな塊炭の返りを軽減させる方法を指導した。 

下段切削では、脚入れ時の残炭（切削炭）刎ねの作業を軽減させるために、数回の

ドラム伸縮の動作によるドラム下げと共に、枠ガマの切削炭を引き寄せながら掻き

込む方法を指導した。また、坑道中央にまたがった軟弱な下盤への坑木敷き込みによ

る機体の立直し方法及び下盤を傷めて掘り下げないための必要 小限のアウトリガ

ー使用方法も併せて指導した。 

       
写真 1.1-1  ロードヘッダ上段切削指導    写真 1.1-2 ロードヘッダ下段切削指導 

 

分岐箇所での掘進機械自走搬入及び切削作業においては、掘進機械本体から第 2ベ

ルトコンベアを外した掘進機械の自走搬入手順と、機械本体と坑道入口の離隔が取

れない場合の左右への進入角度の調整方法を指導した。 
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並行作業として、掘進機械での切削、後方のサイドダンプローダでの積み込み手順

において、二つの機械を併用して掘進する方法を指導した。 

また、サイドダンプローダの操作方法については、積み込み時の下盤の掘り込みを

防止するため、バケットの傾きの調整方法を指導した。 

       

写真 1.1-3 分岐入口の炭流し指導      写真 1.1-4 ロードヘッダ自走搬入指導 

 

施枠作業の先受けにおいては、坑道傾斜に合った梁の傾き会わせと梁の中心合わ

せ及び手前の正確な坑道中心からヨマを使用した二等辺三角形の定義による前突き

合わせを行い、坑道中心に直角に施枠する方法を指導した。 

脚入れ作業では、先受けした梁に合った適切な脚元の位置設定及び確実なペーシ

ボルトの締め付けを指導した。また、施枠した枠の沈下を防止するために、炭層であ

る下盤に下駄等を敷き込むように指導した。 

分岐の入口においては、掘進機械の搬入が可能な位置までピック切付け掘進を実

施した。その際、入口と留枠の繋ぎ部分の切付けにおいては、分岐入口の広範囲を一

度に切付けるのではなく、安全が確保できる範囲でその都度に刎成を実施しながら

切付けるように指導した。 

6 目貫の分岐坑道の廻し枠入れでは、適切な位置の先受けポカール吊りの指導の他、

枠種の変わり目の梁を適切な位置に先受けするための、枠中心の移動と合わせに係

る手順と図面に沿った適切な廻し枠の脚元の位置設定を指導した。 

            
写真 1.1-5 先受け指導                写真 1.1-6 廻し枠入れ指導 

 

天井当付けにおいては、炭層である天ばんのはみ出しや間漏れを防ぐために、梁の

ベタ成木当付けの実施に加え、枠裏の当付けにおいても、基本である井の字に囲い、

成木を密に使用して天ばん際までしっかり着かせて締め上げるように指導した。 

脚の当付けでは、二段成以上の井の字の当付け及び締め上げと、脚元への切張り入

れによって、強固な坑道に近づけるように指導した。 

各当付けの指導と共に、切張りの重要性を認識させるための教育を行った他、各切
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張り入れにおいても規格本数を入れて、尚且つ切張りの直線化に努めるように指導

した。 

         
写真 1.1-7 ベタ成当付け指導             写真 1.1-8 脚の当付け指導 

 

b.第二南斜坑ロードヘッダ掘進技術 

① 研修場所 

GDM 炭鉱第二南斜坑、1号ゲート 

② 研修内容 

第二南斜坑において掘進技術の実技指導を実施した。実績として第二南斜坑は基

点 426.1m(9/17)から 505.6m(2/12)位置までの 79.5m、1 号ゲート 84.4m の掘進長と

なった。 

沿層掘進における掘進機械運転では、上、下段全般の切削における炭質に合わせた

高速・低速での切削要領、また、切削中の大きな塊炭返りを軽減させるドラム送りの

方法も併せて指導した。 

上段切削においては、天井ベタ成の当付けが十分できるように、梁上の高さを十分

確保して切削するように指導した。 

下段切削では、沿層（炭層）掘進時、切削ドラムの上下及び旋回等の運動を必要

小限に抑えて、切削時間を短縮させる切削方法に加え、下盤切削後に、掻寄せをしっ

かり押えて前進し、坑道の高さをしっかり確保する方法を指導した。 

分岐箇所の切削は、各枠種の形に沿った切削方法、入口の下盤切削の調整方法及び

本体入替え時における掘進機械と入口枠との接触防止のための掘進機械の進入角度

（左右方向）の調整方法を指導した。 

           
写真 1.1-9 ロードヘッダ上段指導        写真 1.1-10 ロードヘッダ下段指導   

 

各施枠時の天井、側壁返りを防止するために、刎成の本数を増やしてしっかり壁を

押えて安全な作業場を確保する方法を指導した。 

施枠作業の先受けにおいては、天井ベタ成による刎成入れ固め方法、卸し傾斜に合

った梁の返りと水平取りの方法及び間漏れを押える方法としての天井ベタ成による
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当付けを指導した。また、枠裏の当付けにおいても成木の裏込めを密にして締め上げ

るように指導した。 

脚入れでは、施枠した梁の傾きに合った脚元の位置設定及び切張りの合せ切りに

よる立前修正方法を指導した。また、枠の強度が低下しないためのペーシボルトの均

等な締め込みも併せて指導した。 

施枠後の枠下がりを防止するために、硬い盤まで出して脚元に下駄等を敷き込む

ように指導した。 

                
写真 1.1-11 天井当付け指導                 写真 1.1-12 脚入れ指導 

 

仮分岐入れにおける直材吊り及び固めにおいては、それぞれ、レバーブロックを使

用して重量物である直材を安全に吊り上げる方法、レバーブロックを使用して本枠

と直材をしっかりと密着させて台付けチェーンで締め上げる方法を指導した。また、

地圧による枠の移動を防止するために、各要所に切張りを入れて枠と枠を繋ぐよう

に指導した。 

沿層掘進現場でのトラフ延長作業においては、切羽での脚入れ作業との並行作業

を行い、エアーブロックを使用した終端トラフの引き込みとノルマルトラフの連結

を行った他、チェーンの連結作業においてもレバーブロックとエアーブロックを使

用して効率よく延長する方法を実施した。 

また、延長作業内容においても、トラフ・チェーン入れ込み時の方向確認とチェー

ン捻れでの連結防止、レバーブロック使用時の身体の位置等も併せて指導した。 

                        

写真 1.1-13  仮分岐（直材固め）指導        写真 1.1-14  掘進切羽のトラフ延長指導 

 

2) 保坑技術 

沿層掘進における水処理のための溝割り、バック掘り、サイドダンプローダによる

盤打ち整盤、天井切り上げ等の荷抜き、拡大、当たり付け等の技術向上を図るために

実技指導を実施した。 

① 研修場所 



 

14 

GDM炭鉱第一北斜坑、第二南斜坑 

② 研修内容 

地圧の変動により枠の変形と狭小化が激しくなったため、初期対策として、早期の

ベタ切張りでの補強に加え、束柱打ちによる変形枠の押さえの実施、また、その後の

対策として、狭小化した箇所の空木組による一時的に有効断面積を確保する方法を

実施した。 

束柱及び空木組みにおいては、適切な場所の選定方法を指導した他、矢板、下駄等

を使用してしっかり効くまで締め上げるように指導した。 

拡大を終えた後方枠の変形が引き続き見受けられたため、応急処置を施した後、再

度拡大作業を実施した。 

拡大作業の進行に伴い、束柱の撤去方法と空木の補強（坑木の入れ増しや再締上げ）

及び空木の適所への移動方法を指導した。 

切付け作業では、天ばん及び側壁を落とさないように、天ばんの状況に合わせたピ

ック切付け方法と、その都度の刎成実施の間隔を指導。また、十分に天盤を切落とし

た後に、二段成木以上の当付けを実施した。 

さらに、脚入れにおける荷抜き効果のための二段成木以上の当付け、切張りにおけ

る直線化の実施、枠強度の低下防止のための施枠時の脚元の位置（接合部（ペーシ）

が適切に入り、ペーシボルトが締められる位置）を指導した。また、脚元だけを掘り

込んで施枠するのではなく、坑道の高さと安全な作業場を確保するための整盤の実

施も併せて指導した。 

天盤の悪化に伴うピック切付け時の天井崩落を防止するために、天井への鉄矢木

打設を実施した。 

打設作業においては、打ち込みが容易に出来るように、鉄矢木用のブラケットを製

作し、ピックを使用して打設する方法を提案した。また、有効な打設位置と範囲及び

打ち込み後の鉄矢木固め方法を指導した。 

拡大作業での古枠の撤去作業では、安全な古枠の撤去作業を実施するために、枠に

掛かった荷の解放手順とペーシ外し時のボルト緩めの手順及び撤去方法を指導した。 

拡大が終了した直後から、施枠の沈下現象が起きた。対策として、脚元から腰の部

分にコンクリートライニングよる固めを実施した。作業前のケーブル保護、材料整理を

してから作業に掛かるように指導した。 

      

写真 1.1-15 天ばん切付け指導                 写真 1.1-16  古枠撤去指導 

 

荷抜き・成木差し替え作業においては、古成木を安全に撤去するために、ピックを

使用して荷抜きしながら撤去する方法の他、撤去する古成木の部分だけでなく、ピッ



 

15 

クで枠裏全体を均一に切り落として当付けをする方法を指導した。 

当付けにおいては、井型に組み間漏れがないようにしっかりと裏込めを実施し、矢

板で確実に締上げて固めるように指導した。また切張入れは切り口を合わせ、直線的

に入れるように指導した 

間枠入れ時の荷抜き等の作業は、荷抜き及び成木差し替えの要領と同様に実施し

た。間枠入れは、先受けポカール方式で実施した。地圧を均等に受けるように、梁乗

せにおいては、旧枠の高さに近い位置に施枠して、脚入れにおいても適切な立前と均

等なペーシの締め上げを実施した。また、枠裏の固めにおいても、成木と矢板等を用

いて確実に締め固めるように指導した。 

                    

写真 1.1-17 成木の差し替え指導                  写真 1.1-18  間枠入れ指導 

 

3) 探査・測量技術 

坑内ボーリング及びスライム解析法、坑道センター、腰線入れ、石炭層のコンター

（等高線）の作図、トランシットによる測量、トラバース測量及び計算等の技術向上

を図るため、座学及び実技指導を実施した。 

 a. 坑内測量技術 (中心、腰線延長法) 

① 研修場所 

第二北斜坑、第二南斜坑、第一北斜坑拡大箇所 

② 研修内容 

トラバース測量を兼ねた中心線延長作業に関しては、許容範囲（座標値 5mm 以内）

の誤差に収めた測量の結果を基にして第二北斜坑、第二南斜坑各掘進現場の中心線

（方位角）を算出する中心線延長作業を指導した。誤差を 小限にするため、機器の

据付、天盤の測点を下盤へ移動する方法及びトランシットへのデータ入力等での作

業ミスによる誤差が及ぼす影響を理解させ、注意深く作業しなければならない事を

指導した。 

特に今回は、測量作業の時間短縮と掘進現場作業を極力継続させる方法として平

行作業を指導した。 

腰線延長作業においては、トランシットの標高から計画腰線を算出する際の間違

いを防ぐために、ダブルチック法を指導した。ダブルチェックの際には、鋼枠に位置

を付けクレモナロープを張って腰線（基準線）を延長する方法を用いた。 
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写真 1.1-19 測点移設指導           写真 1.1-20 機器へのデータ入力指導 

         
写真 1.1-21 中心線延長指導             写真 1.1-22 腰線延長指導 

 

b. 坑内測量法（座学） 

① 研修場所 

GDM 会議室 

② 研修内容 

6 目貫の貫通作業に合わせ、トラバース測量（連絡測量）の目的及び重要性を教育

するとともに、沿層坑道における坑道断面図作成技術及び沿層坑道におけるコンタ

ー線の作図法を指導した。更に試験切羽の片盤坑道（ゲート、風道）炭層の走向、真

傾斜の算出法も指導した。 

       
写真 1.1-23～24 坑内測量法座学指導 

 

c. トラバース測量計算技術 

① 研修場所 

GDM 会議室 

② 研修内容 

トラバース計算は基礎からの教育であったことに加え、研修生の能力にもばらつ

きがあったが、全員が出来るようになるまで、時間をかけて能力に合わせた指導を実

施した。更に閉合トラバース測量の計算において、閉合誤差、閉合比の算出は個人差

を考えて、坑内測量担当者 3名のみの指導となった。 
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写真 1.1-25～26 トラバース計算座学指導 

 

d. 坑道断面測定技術 

① 研修場所 

第二南斜坑及び 5目貫 

② 研修内容 

軌道敷設に関して、離隔を知るための坑道断面（敷幅、高さ）及び各障害物間の位

置測定作業を指導した。 

特に、巻き立て部での湾曲軌道に接する鋼枠、パイプ等の離隔確保について指導し

た。 

 

         

写真 1.1-27 断面計測指導         写真 1.1-28 障害物の位置計測指導 

 

e. 施枠の位置、形状測定技術 

① 研修場所 

第一北斜坑拡大箇所 

② 研修内容 

トランシットで測定した座標、標高を基に、新たに施枠した鋼枠の位置及び形状

（鋼枠の 5箇所）を計測する作業を指導した。 

今回は、両サイドから行う拡大作業なので、お互いの天井センター、標高の精度を

上げるために、天井の測点を地盤へ移す作業及び機器の据付け法を重視して実施し

た。  
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写真 1.1-29 鋼枠位置測定指導       写真 1.1-30 鋼枠形状測定指導 

 

f. 探炭ボーリング技術 

① 研修場所 

第二南斜坑 6目貫巻立部 

② 研修内容 

試験払の風道の中心方向に、+1°と +6°の傾斜で 2本、探炭ボーリングを行う実

技指導を実施した。具体的な指導内容は以下のとおり。 

a)機器の傾斜の合わせ方 

b)穴曲がり（穿孔方向の曲がり）しない程度の穿孔速度の調整法 

c)スライムの収集方法、スライムの変化に注意して穿孔する方法 

d)スライムの解析法 

e)穿孔距離の算出法 

       

写真 1.1-31 機器の傾斜合わせ指導     写真 1.1-32 穿孔指導       写真 1.1-33 スライム収集法指導 

 

g. 坑外トラバース測量技術 

①研修場所 

第一・第二北斜坑、第一・第二南斜坑上部（地上）、坑外大型巻施設箇所 

②研修内容 

坑口付近（坑内）の測点の維持状態を確認するための測量方法を指導するとともに、

第一・第二北斜坑及び第一・第二南斜坑の上部（地上）に基準点を設けて、沈下状況

を測量する方法を指導した。 

第二北・第二南斜坑の上部に新設した基準点の調査、維持方法を指導した。 

大型巻基礎測量に関しては、坑外の基準測点の定期的な測量に立会い、大型巻本体

及び基礎の動きを知るための観測方法の指導を実施した。 
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写真 1.1-34 沈下測量指導          写真 1.1-35 機器へのデータ入力指導 

            

                写真 1.1-36 視準器の観測指導             写真 1.1-37 機器の据付指導 

       
写真 1.1-38 大型巻き基礎測定指導       写真 1.1-39 大型巻き本体測定指導    

  

4) 坑内設計技術 

目貫の巻立枠の設計等の技術向上を図るため、座学指導を実施した。 

a. 巻立て枠設計技術 

① 研修場所 

GDM 炭鉱研修室 

② 研修内容 

巻立枠の設計技術に関して、7 目貫の巻立設計を測量関係者 2 名に対して指導し

た。 

更に、計画中の試験切羽のゲート坑道掘進計画等も指導した。具体的な指導内容は

以下のとおり。 

a)6 目貫の仮分岐枠設計に係る問題点の把握 

b)目貫の方向角に対する留め枠の設計 

c)枠種の設定法 

d)M 型と N型の違いの把握 

e)炭層の分布状態に沿った片盤坑道の設定法 

f)払傾斜を考慮した片盤坑道の設定法 

g)採掘炭層の合理的採掘に適した片盤坑道の設定法 



 

20 

        

写真 1.1-40 巻立枠設計指導           写真 1.1-41 片盤坑道の設計指導   
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図 1.1-5 N 型仮分岐の図 
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図 1.1-6 M 型仮分岐の図 

 

b. 軌道敷設設計技術 

① 研修場所 

GDM 炭鉱研修室 

② 研修内容 

第二南斜坑より 5目貫への軌道敷設計画について教育指導を実施した。 

具体的な指導内容は以下のとおり。 
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a)離隔を考慮した軌道分岐の位置決定法 

b)それに伴う軌道内径の設定法 

c)カーブ箇所とカントの重要性及び計算法 

d)定函を考慮した目貫内の風門位置の決定法 

      

写真 1.1-42～43 大型巻き基礎測定指導     

 

(2)運搬技術 

1) 運搬設備管理技術 

 チェーンコンベア、ベルトコンベア等の運搬設備に係る日常の運転管理と新設・撤

去、延長と短縮、故障復旧技術、部品整備、予備品管理、動力計算等に係る技術向上

を図るため、実技と座学指導を実施した。 

a.チェーンコンベアの新設・撤去、点検、故障復旧の指導と部品整備及び管理等の技術 

① 研修場所 

第二北斜坑 6目貫、1号ゲート、3目貫、整備工場 

② 研修内容 

現場での掘進度合に応じて随時行っているチェーンコンベアの新設と延長作業に

合わせ、これらの指導を行うと共に日常の保守点検、故障復旧等の指導を行った。整

備工場では部品の整備と管理について指導を行った。具体的な指導内容は以下のと

おり。 

a)6目貫掘進に合わせたチェーンコンベア新設 

b)掘進の進展に合わせたチェーンコンベア延長 

c)3目貫における日常の点検と短縮調整の方法 

d)部品整備と管理法 

  
写真1.1-44 チェ－ンコンベアの設置指導   写真 1.1-45 チェ－ンコンベアの延長指導 
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     写真 1.1-46チェ－ンコンベアの点検と短縮指導 写真 1.1-47駆動装置の整備と部品管理指導 

 

b. ベルトコンベア点検方法、運転管理、部品整備、予備品管理、延長、動力計算等に係

る技術 

① 研修場所 

第一南斜坑、第二南斜坑、整備工場 

② 研修内容 

主に第一南斜坑に設置されているNO1メインベルトコンベアと第二南斜坑のNO１、

NO2ミニベルトコンベアの設備管理に係る指導と予備部品整備の指導を行った。具体

的な指導内容は以下のとおり。 

a)ベルトコンベア保守点検及び片寄り修正法 

b)ベルトコンベアの故障対策である終端プーリの取替え 

c)整備工場におけるベルトコンベア予備部品の整備及び管理 

d)ベルトコンベアの設置法及び動力計算法等の座学研修 

  

写真 1.1-48ミニベルトコンベア点検指導        写真 1.1-49 片寄り修正法の指導 

   

写真 1.1-50終端プーリ取替え指導        写真 1.1-51部品整備と管理法指導 
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写真 1.1-52ベルトコンベア設置法等座学指導 

 

2) 運転管理技術 

坑内全般の状況把握、運搬災害防止対策等に係る技術向上を図るため、実技指導を

実施した。 

a.ベルトコンベア保安保護装置の設置 

① 研修場所 

第一南斜坑、第二南斜坑 

② 研修内容 

ベルトコンベアの駆動装置部への保護柵の設置指導と保安保護装置に係る座学研

修を行った。具体的な指導内容は以下のとおり。 

a) 保安保護柵の設置方法 

b)ベルトコンベアの保安保護装置のスリップ検出リレー、片寄り検出器等の設置

方法に係る座学研修 

  

     写真 1.1-53 ベルトコンベア保護柵設置指導   写真 1.1-54 ベルトコンベア保護装置座学指導 

 

3) 大型巻管理技術 

 大型巻の点検整備とワイヤーロープの管理、運転操作、軌道管理、動力計算等に係

る技術向上を図るため、実技指導を実施した。 

a. 50HP大型巻の点検整備等 

① 研修場所 

大型巻室、第一南斜坑及びGDM炭鉱会議室 

② 研修内容 

軌道延長により運搬距離が長距離化したため、大型巻きの点検整備と函、ワイヤ
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ーロープ、軌条の点検指導を実施した。具体的な指導内容は以下のとおり。 

a)50hp大型巻の原動機ブレーキシューの取り付け及び芯出し調整法、並びに無負

荷での試験と負荷運転 

b)函、台車の車輪、ワイヤーロープ点検 

c)座学による大型巻操作（大型巻操作法、機材運搬時の荷造り法、ホイストの保守

管理等）の有資格者教育 

  

写真 1.1-55原動機ブレーキシューの取替え指導     写真 1.1-56 巻操作の指導 

  

写真 1.1-57 函車輪点検指導              写真 1.1-58 函連結部、ロープ点検指導  

  
写真 1.1-59荷作り作業の指導            写真 1.1-60大型巻き座学指導 

 

(3)機械技術 

1) 排水管理技術 

ポンプ座設置計画、ポンプ及びバック管理、ポンプの整備等に係る技術向上を図る

ため、実技指導を実施した。 

① 研修場所 
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第一・第二北斜坑、第一・第二南斜坑 

② 研修内容 

掘進現場での排水ポンプの設置と移動、各中継ポンプ座の管理と水量測定の実技指

導を実施した。また、排水設備管理技術について座学指導を行った。具体的な指導内容

は以下のとおり。 

a)掘進切羽へのポンプ及びバック座の設置 

b)坑内全般の揚水系統を管理するポンプの整備及び坑外揚水場までの設備管理 

c)水量測定法 

  

写真 1.1-61 ポンプ・バック座設置指導          写真 1.1-62水量測定法の指導 

  

写真 1.1-63 ポンプ座管理指導              写真1,1-64 排水管理技術座学指導 
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図１.1-7 GDM 炭鉱坑内排水系統図 

 

2) 掘進機械維持管理技術 

掘進機械の日常点検整備、故障対策、予備品管理、オーバーホール等に係る技術向

上を図るため、座学指導及び実技指導を実施した。 

① 研修場所 

第二北斜坑、第二南斜坑、6目貫、1号ゲート、坑外整備工場 

② 研修内容 

坑内掘進現場に於ける日常の点検及び整備の指導を行うと共に、整備工場にて取

替え部品の整備と管理の指導を行った。また、研修資料を用いて掘進機械（ロードヘ

ッダ）の構造、機能及び点検法、故障対策等について座学研修を実施した。具体的な

指導内容は以下のとおり。 

a)日常の掘進機械各部の点検法 

b)油圧装置の調整と整備方法 

c)消耗品の取替え方法 

d)予備品の整備と管理方法 

e)座学による掘進機械の構造・機能及び故障対策研修 

   

写真 1.1-65切削部の日常点検指導          写真 1.1-66油圧ホースの油漏れ点検指導 

  

写真 1.1-67油圧調整法の指導          1.1-68第二コンベア油圧モーター取替え指導 
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     写真 1.1-69油圧モーター整備指導       写真 1.1-70走行クローラ取替え指導 

        

        写真1,1-71   伸縮筒分解指導            写真1,1-72  伸縮装置整備指導 

           

写真 1.1-73 掘進機械維持管理座学指導     図１.1-8 研修資料掘進機械図 

 
3)各種機器の整備技術 

 炭鉱で使用される各種機器について、点検整備等の技術向上を図るため、実技指導を

実施した。 

a. 各種炭鉱設備、器具の点検整備 

① 研修場所 

坑外整備工場 

② 研修内容 

坑外に揚げられた各種坑内機器の整備指導を実施した。具体的な指導内容は以下

のとおり。 

a)エアーブロックのベアリング及び回転羽取替え 

b)各種機器の機能についての座学研修 
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       写真 1.1-74 エアーブロック整備指導     写真 1.1-75圧縮空気機器、油圧機器についての座学指導 

 

(4)電気技術 

1) 坑外電気設備管理技術 

発電所運転管理、坑外電気室管理及び電圧の高圧化、集中監視等の維持管理、ケー

ブル接続、故障対策、改善等に係る技術向上を図るため、座学研修及び実技指導を実

施した。 

a. 無停電電源装置 

① 研修場所 

GDM 会議室 

② 研修内容 

インドネシアでは停電が多いため、坑内の主要扇風機、局部扇風機、排水ポンプ等

の電気は発電機から供給しているが、発電機は老朽化し、メンテナンス費用や燃料費

が高額であるため、無停電電源装置を導入して電力会社の電源に切り替える改善方

法の導入を指導した。また、発電機の全負荷容量の計算方法の他、無停電電源装置の

負荷容量、バックアップの時間、電源系統の切り替え方法等について指導を実施した。 

 

写真 1.1-76 無停電電源装置教育指導 

b. 坑外電気設備管理技術 

① 研修場所 

GDM 会議室 

② 研修内容 

坑外電気設備関係として、シーケンス制御装置のシステム管理、受電設備の故障、

事故防止技術、配電一般、受電設備の保守点検について座学研修を実施した。具体的

な指導内容は以下のとおり。 

a) 配電一般に関連する電圧と電流、電力、磁界、電磁誘導等 
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b) 受電設備の保守点検に関連する電気設備の保全管理、試運転、保守・点検、

接地抵抗測定等 

c) シーケンス制御装置のシステム管理に係るシーケンスの種類、接点の種類、

押し釦の基本回路、電磁リレーの基本回路等 

d) 受電設備の故障、事故防止技術に関連する受電設備の故障の見つけ方、電気

事故事例等 

   

            写真 1.1-77 配電一般座学指導    写真 1.1-78 受電設備の故障、事故防止技術座学指導 

         
   写真 1.1-79 シーケンス制御装置システム管理座学指導  写真 1.1-80 受電設備の故障、事故防止技術座学指導 

 

2) 掘進機械維持管理技術 

掘進機械の日常点検整備、故障対策、予備品管理、オーバーホール等に係る技術向

上を図るため、座学指導及び実技指導を実施した。 

a. 日常点検、定期点検 

① 研修場所 

第二南斜坑 

② 研修指導内容 

a)日常点検では、散水等により電気機器、特に電磁開閉器、操作箱、切削モーター

箱に水がかからないように注意するよう指導した。 

b)外部ケーブルの損傷、配線ケーブルの鋭角な屈曲や鋭利箇所への接触がないか

を確認する等、点検方法について指導した。 

c)ケーブルのジョイント部はテープ等により絶縁及び耐水処理を実施するよう指

導した。 

d)定期点検では、電磁開閉器内の点検において、コンタクターの接点の手入れ・調

整、各リレーの端子等の弛み、各端子の腐食・弛み、操作ケーブルの損傷・断線

を確認する他、電磁開閉器の防爆機器を点検するなど留意点を指導した。 

e)長時間不使用だった機器は、運転前にメガテスターを使用して、絶縁測定をする
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ように指導した。 

   

写真 1.1-81 保護カバー取り付け指導          写真 1.1-82 電磁開閉器内部点検指導 

 

b. 故障対策 

① 研修場所 

第二南斜坑、第二北斜坑 

② 研修内容 

a)掘進機械の第 2 コンベアのチェーンコンベア側に敷設されている電源ケーブル

が、枠への接触によって損傷、接地、故障を生じないよう、反対側への敷設替え

を指導した。 

b)岩盤掘進の切削運転時には、切削負荷監視装置の値が 150％以上の状態が約 3秒

間継続すると、電磁弁が動作してドラム送りを停止すること、停止後、負荷値が

150％未満の状態で約 5秒間経過すると、ドラム送りができるようになることを

指導した。切削モーターがトリップして、サーマルリレーが動作した場合、過負

荷状態が解消されれば自動復帰するため、3分以上待って送電するよう指導した。 

c)電源ケーブルの維持管理においては、ケーブルへの負荷による損傷、圧迫、接地

等が生じないよう、余巻ケーブルは常に掘進機械の近くに移設するように指導

した。 

   
写真 1.1-83 電源ケーブル布設替え指導          写真 1.1-84 サーマルリレー点検指導  

 

c. 掘進機械維持管理技術 

① 研修場所 

GDM 会議室 

② 研修内容 

掘進機械関係として、沿層掘進におけるロードヘッダの電気関係の以下項目につ

いて座学研修を行った。 
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a)運転方法、運転順序、電動機の起動準備 

b)切削電動機、油圧電動機の構造と保守 

c)電磁開閉器箱、操作箱 

d)ロードヘッダ電源装置 

e)保守・点検 

f)故障と対策 

                

           写真 1.1-85 ロードヘッダ座学指導 

 

3) 坑内電気設備管理技術 

坑内高圧電気室新設及び維持管理、サイドダンプローダ、排水ポンプ、各種スイッ

チ及びケーブル等の維持管理、ガスセンサー等の保安装置維持管理、機器の接続試運

転等に係る技術向上を図るため、座学研修及び実技指導を実施した。 

a. ガス、局部扇風機のインターロック 

① 研修場所 

2 目貫電気室、4目貫電気室 

② 研修指導内容 

ガス動作や局部扇風機の停止で坑内災害の原因となる火元管理として、電源を遮

断するインターロックの改善方法等を指導した。具体的な指導内容は以下のとおり。 

a)電気系統図作成を通じた各機器にかかる負荷の箇所及び電源遮断箇所の把握 

b)2 目貫電気室に設置しているガス本体 4台（第二北斜坑ガス本体 2台、第二南斜

坑ガス本体 2台）の 4目貫電気室への移設 

c)2目貫電気室及び4目貫電気室に設置した4台のインターロック継電器のメーン

スイッチへの接続 

   

写真 1.1-86 インターロック教育指導          写真 1.1-87 インターロック機器接続指導 

 

b. ミニベルトコンベア用の保安装置新設及び維持管理技術 
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① 研修場所 

繰り込み場、第一南斜坑、第二南斜坑 

② 研修指導内容 

ミニベルトコンベア NO2 及び NO3 の撤去に伴う NO1 ミニベルトコンベア延長新設

（機長 350m）のため、ミニベルトコンベア用の保安装置新設に係る指導を実施した。

具体的な指導内容は以下のとおり。 

a)坑内への下げ込みに先立ち、坑外で実施する保安装置の点検、動作試験 

b)日本製と中国製の継電器構造が違うため、各製品の構造の相違点を教え、継電器

設備の改修方法を指導した。 

c)坑内の落口、駆動部、終端箇所への保安装置取り付け、接続 

d)試運転後の保安装置の動作試験 

e)1 ヶ月 1回の動作試験、機器固着等の定期点検・整備 

   
      写真 1.1-88 継電器点検・改善指導          写真 1.1-89 駆動部箇所継電器接続指導 

   
写真 1.1-90 片寄りスイッチ取り付け指導        写真 1.1-91 煙センサー動作試験指導 

 

c. 高圧ケーブル接続技術 

① 研修場所 

坑口電気室 

② 研修指導内容 

6 目貫電気室新設に使用する高圧ケーブルについて、高圧ケーブル接続基準を基に

高圧ケーブル三叉作り、高圧ケーブル接続方法を指導した。 
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写真 1.1-92 高圧ケーブル三叉作り指導          写真 1.1-93 高圧ケーブル接続指導 

 

d. 電気室新設 

① 研修場所 

GDM 会議室、第一南斜坑、第二南斜坑 

② 研修指導内容 

掘進進行に伴う電圧降下対策として、6目貫への電気室新設を指導した。具体的な

指導内容は以下のとおり。 

a)電気機器据え付け位置、高圧系統、負荷系統、スイッチの在庫、ケーブルの在庫

に係る確認。 

b)高圧ケーブル敷設、接続、高圧ボックス取り付け、常温注入防水温和物流し込み 

    

写真 1.1-94 電気室新設教育指導        写真 1.1-95 高圧ケーブル三叉作り指導  

   

写真 1.1-96 高圧ボックス取り付け指導     写真 1.1-97 常温注入防水温和物流し込み指導 

 

e. 排水設備及び維持管理技術 

① 研修場所 

第二北斜坑、第一南斜坑、第二南斜坑 

② 研修指導内容 
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掘進進行に伴う排水設備の設置と排水管理を指導した。具体的な指導内容は以下

のとおり。 

a)坑口電気室から 2目貫電気室までの排水ポンプ電源（北、南）を分けるためのケ

ーブル撤去、敷設、接続方法 

b)排水ポンプ増設時の円滑な故障対応のための排水ポンプ周辺への電磁開閉器の

据え付け 

c)排水ポンプの負荷に応じた電流のヒーター設定変更 

d)排水ポンプの維持管理としては、水量の低下による排水ポンプのモーター焼損

や接地を防ぐため、フロートスイッチの高さ調整及び調整後の動作試験の指導

を実施した。 

   
写真 1.1-98 排水ポンプ増設指導          写真 1.1-99 フロートスイッチ動作試験指導 

 

f. 局部扇風機新設 

① 研修場所 

坑口電気室、第二南斜坑 

② 研修指導内容 

6 目貫の貫通に伴う通気変更のため、5.5kw の局部扇風機の新設に係る指導を実施

した。具体的な指導内容は以下のとおり。 

a)坑口電気室における試運転前の絶縁測定、導通確認、5.5kw の局部扇風機接続、

試運転及び運転電流の測定 

b)停電作業前におけるメーンスイッチの送電停止、施錠、検電及びアース落としの

実施 

c)局部扇風機 5.5kw の接続、電磁開閉器への負荷側ケーブルの入れ込み、停電作業

での電磁開閉器の電源ケーブルの入れ込み、作業完了確認後の送電、方向確認、

運転後の電流ヒーター設定 

   

写真 1.1-100 局部扇風機試運転・電流測定指導        写真 1.1-101 局部扇風機接続指導 
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g. 電動ダンプ電源ケーブル延長技術 

① 研修場所 

第二北斜坑、第二南斜坑 

② 研修指導内容 

a)電源ケーブル延長前のケーブルの絶縁測定、線間の絶縁測定 

b)停電作業前におけるメーンスイッチの送電停止、施錠、検電の実施 

c)電源ケーブルの接続方法（アース線と交差しないよう平行に接続する） 

d)移動ケーブルの引き止めバンドからのズレ、接続箇所のテーピング点検、折り返

し箇所におけるケーブルの損傷や資材による圧迫の有無等、移動ケーブルの維

持管理に係る日常点検 

   
写真 1.1-102 電動ダンプ電源ケーブル延長指導    写真 1.1-103 電動ダンプ移動ケーブル維持管理指導 

 

h. 坑内電気設備管理技術 

① 研修場所 

GDM 会議室、繰り込み場 

② 研修指導内容 

坑内電気設備関係として沿層掘進におけるシーケンサ制御の構成機器、沿層掘進

における電気防爆機器、沿層掘進における電気機器工事、沿層掘進における電気事故

原因対策、沿層掘進における安全作業の手順、保守、点検の安全心得技術、沿層掘進

における電気災害防止及び対策、沿層掘進におけるポンプの維持管理、沿層掘進にお

ける電気設備の日常点検・検査修理、電動機、電気大型巻維持管理、電気室作り実習、

電気保護装置について座学研修を実施した。以下、図 1.1-9 に電気室配線図を示す。 

     
写真 1.1-104 沿層掘進における電気事故原因対策座学指導   写真 1.1-105 電気大型巻維持管理座学指導 
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写真 1.1-106 沿層掘進におけるポンプの維持管理座学指導    写真 1.1-107 電気保護装置座学指導 
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図 1.1-9 坑口電気室配線図  
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4) 各種機器整備技術 

各種スイッチ類、モーター、センサー類等の点検整備等に係る技術向上を図るため、

実技指導を実施した。 

① 研修場所 

整備工場、繰り込み場 

② 研修指導内容 

a)ミニベルトコンベア用駆動モーターの点検整備について、メガテスターによる

絶縁測定、テスターでのコイルの導通確認、端子の腐食、回転子及び固定子の点

検方法等を指導した。 

b)ガス本体の腐食や、ガスセンサー内部基盤の腐食、断線、焼け跡等がないか調査

を行い、整備後、ガス本体とガスセンサーを接続して 1.0％濃度のガスをセンサ

ーに流し、動作試験の指導を実施した。 

c)ベルトコンベアの片寄りスイッチ及び単独ボタンの固着の分解、錆び落としの

他、組み立てテスターを使用した動作試験の指導を実施した。 

   
       写真 1.1-108 電動機整備指導         写真 1.1-109 ガスセンサー整備指導 

 

(5)保安技術 

1)通気管理技術及び緊急時対応技術 

保安技術管理者の能力向上を図るため、座学指導を実施した。 

① 研修場所 

GDM炭鉱会議室 

② 研修内容 

保安技術として通気網解析システム風丸について座学指導を実施した。 

また、坑内掘り炭鉱における危機管理技術の意識向上、能力向上を図るため、災害

事例を使用した緊急時の対応等について座学指導を実施した。 

        
写真 1.1-110 保安座学指導         写真 1.1-111 緊急時の対応等座学指導 

 

2)救急法技術 
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炭鉱技術者の指導能力向上を図るため、炭鉱主催講習会に立ち会い、座学指導を実施

した。 

① 研修場所  

GDM 炭鉱研修室 

② 研修内容 

救急法実技指導は経験に裏打ちされた方法が必要とされるため、GDM 炭鉱技術者の

指導力向上のため、同社主催の救急法講習会に立ち会い、必要な場面で的確な指導を

実施した。講習会の内容は、鉱山救急法による止血法、三角巾を使用したキズの手当

て、止血帯による止血の方法、止血点の押さえ方、骨折の手当て、罹災者の救出法（危

険な場所からの移動）、ロープを使用した急造担架の作り方、担架を使用した運搬法、

罹災者の看護、心肺蘇生法（レサシアンを使った気道の確保、人工呼吸、心臓マッサ

ージ）の実技である。 

         

写真 1.1-112 救急法座学指導               写真 1.1-113 目のキズ手当て指導 

          

               写真 1.1-114 急造担架搬送指導                写真 1.1-115 心肺蘇生法指導  

 

3)鉱山救護隊技術 

GDM 炭鉱主催による鉱山救護隊訓練に出席し、立ち会い指導を実施した。 

① 研修場所 

GDM 炭鉱研修室 

② 研修内容 

三角巾を使用したキズ、骨折の手当て、レサシアンによる心肺蘇生法を指導した。

また、ロープを使用した急造担架の作り方、担架を使用した運搬法、罹災者の看護、

心肺蘇生法（レサシアンを使った気道の確保、人工呼吸、心臓マッサージ）の実技に

よる指導をした。救護隊においては、座学による鉱山救護隊基礎知識の教育指導、酸

素呼吸器の組立て、点検、着装、分解、水洗い手入れの指導を行った他、想定内容に

沿って、酸素呼吸器を着装して気密を図るための煙探検、歩行訓練、ノコ引き、酸素

ボンベ取り替え、急造担架を使用した罹災者救出の実技訓練指導を実施した。 
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写真 1.1-116 救急法座学指導       写真 1.1-117 心肺蘇生法指導 

   

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-118 酸素充填指導         写真 1.1-119 酸素呼吸器組立指導 

     
       写真 1.1-120 酸素ボンベ交換指導         写真 1.1-121 罹災者救出指導 

 

(6)理解度確認試験 

1)理解度確認試験 

各技術項目別に理解度を確認するため、先山以上を主体とした延べ 49 名の研修生を

対象として、100 点満点中 80 点以上取ることを目標とし理解度確認試験を実施した。

以下に理解度確認試験を示す。 

 

技

術 

問題 備

考 

 

採

鉱 

１．沿層掘進における掘進機械運転技術 

問 1 切削運転作業に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選びなさい。 

① 切削作業中に、ドラム伸縮運動を使用せずに、切削ドラムを回転させながら前進して炭壁

にドラムを押し込んだ。 

② 作業開始前には、必ず切削ドラムビットの有無や状態を確認し、ビット及び先端チップの

抜けや磨耗がひどい場合は早めに取替える。 

③ 切削開始時は、本体を切削位置に固定させ（必要に応じてアウトリガーを効かせる）、ドラ

ムを中間（フリーな位置）に置いて切削を運転する。 

問 2 走行運転作業に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選びなさい。 

① 切削作業時以外での機体移動時の基本動作は、ドラム・コンベア・掻寄せは運転しないで、

全

問

筆

記

試

験 
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問題 備
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ドラムは中間位置で走行すること。 

② 沿層の軟弱な下盤での走行時は、早期にクローラに渡り込む長さの坑木等を 1～1.5m の

間隔で敷くのが有効である。 

③ 脚の切削が終ったら、時間短縮のためにも素早く機体を切羽面近に止めて、ドラムは切羽

に着けて停止する。 

問 3 積込み運転作業中の次の記述のうち、誤っているものを 1つ選びなさい 

① 掻寄せ内に大きな塊炭が入り込んだ。周囲の安全確認を十分行ったので油圧運転を切らず

に、掻寄せ内に入って素早く塊炭の小割りを実施した。 

② 第二コンベアの落ち口は、本体の走行及び振動で左右に振れるので、走行運転の前後や振

動が大きい時の後方確認の強化及び監視人を置いて接触に注意する。 

 

③ 切削中や走行中は、重量物の搭載。牽引、懸架を避ける。 

問 4 操作レバーの使用に関する次の記述のうち、誤っているものを 1つ選びなさい。 

① 操作レバーは所定の位置まで確実に操作する。乱暴な操作や、誤った操作は機体を側壁や

機械に激突させる原因になる。 

② 油圧運転を切るとすべての動作が止まるので、作業終了後の操作レバーは中立にしておく

必要がない。 

③ 操作レバーには、スプリングリターン方式（自動で中立に戻る）とデテント方式（操作位

置に留まる）がある。 

問 5 下段切削運転に関する次の記述のうち、間違っているものを 1つ選びなさい。 

① 運転席からは、機体右部は死角となる。特に脚枠部は機体が枠に接触する恐れがあるので

監視誘導者の指示に従う。 

② 切削時間を短縮するために、手前の盤は切削しないで脚が入る枠ガマ部分の先だけを掘り

下げて切削した。 

③ 機械の運転中は、何があっても絶対に掻寄せより前方は立入禁止にする。 

問 6 整備作業に関する次の記述のうち、誤っているものを 1つ選びなさい 

① 整備に掛かる場合は、機体を安全で整備しやすい後方の場所まで後退させる。 

② 身体を機体下に入れる時は掻寄せ板・アウトリガー・ドラム等ジャッキ装置に降縮がない

ように枕木等を敷き込みレバー等にロック装置がある場合には、確実にロックを行う。 

③ メーンスイッチに、作業中の札を取付けたのでスイッチは切らなくてよい。 

問 7 掘進機械使用の作業で次の記述のうち、間違っているものを 1つ選びなさい。 

① 掘進機械から大量の漏油が確認されたので、直ちに機械運転をやめて、機械係員に連絡し

て指示を受けた。 

② 掘進機械は、指定された有資格者が運転し、メーンスイッチ及び油圧運転もオペレーター

以外の作業員は扱わない。 

③ 先受け及び脚入れ作業時、切羽が暗いので対策として、機械の前照灯を点けて各作業を行

った。 

問 8 掻寄せ及びアウトリガーの使用方法で、次の記述のうち誤っているものを選べ。 

① 炭層が軟弱なので、切削ドラムを一度に、進行 1.0m 突っ込んで切削を行った。 

② 切削途中や切削終了して、機体を移動する時は必ずアウトリガーを高く上げて前後進す
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る。 

③ 炭層が適度な硬さで切削に支障が無く、上下段切削も容易に出来るので、盤をいためない

ように、なるべくアウトリガーの使用を 小限に抑えた。 

問 9 切削、積み込み運転に関する次の記述のうち、誤っているものを 1つ選びなさい 

① 炭層での掘進は、見た目が岩ばんの切削より粉塵の発生が少ないように見えるので、散水

は実施しなくてもよい。 

② 沿層掘進は、目的とする層に沿って進行するので、切削も各層に合わせて実施していく。 

③ 炭層に現れた松岩の火花が発生する切削は、可燃性ガス（メタン）や炭塵への引火及び爆

発の要因になり得るので、無理な切削はしないで、松岩の周りを透かして落とし、小割り

作業に掛かる。 

２. 沿層掘進技術 

問 1 落盤又は崩壊（浮石の落下及び転石を含む。）に関する次の記述のうち、講ずべき措置

として、誤っているものを選びなさい。 

① 落盤又は崩壊を防止するため、支柱を設置した。 

② 危険性のある浮石を認めたが、他の作業があったため、そのままにした。 

③ 崩落の兆候が認められたので、立入禁止区域を設定した。 

問 2 出水について次の講じた措置のうち、誤っているものを選びなさい。 

① 坑道掘進箇所で出水の兆候を認めたので、直ちに作業を中止し作業員をあらかじ 

め定めていた場所まで退避させた。 

② 既知の水脈に近接する坑道を掘進する際、保安のため必要があったため、保護区域 

を設定し、水脈に一定以上接近しないことにした。 

③ 坑道掘進をするときに、出水を防止するための対策として先進ボーリングの実施。 

坑道へのセメント注入を実施したので、被害範囲の拡大を防止するための措置は講じなか

った。 

問 3 ガスの突出について次の講じた措置のうち、誤っているものを選びなさい。 

① 坑道掘進箇所でガスの突出の兆候を認めたので、作業員を退避させ、当該箇所 

の電動扇風機に対する送電を維持した。 

② 坑道の掘進を行うときに、ガスの突出防止のため、先進ボーリングを実施し、更に 

ガス抜きのためのボーリングを実施した。 

③ 可燃性ガスの状況を把握するため、孔口において自噴するガスの圧力及び量、その 

他必要な事項を測定し、その変動に注意した。 

問 4 坑内作業員の義務に関する次の記述について、A・B・Cに当てはまる適切な言葉を下記

の(1)～(3)の組合せの中から選びなさい。 

① 鉱山において坑内作業員は、鉱業権者（GDM）が講ずる措置に応じて、鉱山における人に

対する危害の防止及びＡのため必要な事項を守らなければならない。 

② 鉱山において坑内作業員は、鉱業権者（GDM）が講ずべき措置に関し、鉱業権者（GDM）が

定めたＢを遵守しなければならない。 

③ 坑内作業員は、鉱山においては、鉱業権者（GDM）が講ずべき措置に関し、Ｃその他の鉱

業権者（GDM）から指示されたものを使用、着用又は携帯しなければならない。 

Ａ         Ｂ            Ｃ 
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(1) 施設の保全     規程又は基準        保安用品 

(2) 施設の保全     方法又は手順        保護具 

(3) 鉱物資源の保護   規程又は基準        保護具 

問 5 鉱山における人に対する危害及び鉱害の防止のため、鉱業権者が講じた次の措置のう

ち、誤っているものを(1)～(3)の中から 1 つ選びなさい。 

(1) 支柱の設置、浮石の除去、先受け又は作業面押えの実施、防護設備の設置その他の落盤 

又は崩壊を防止するための措置を講じた。 

(2) 坑内の各運搬設備（C・C、ベルト）に対する保安装置の設置を講じたので、災害の拡大防 

止である各要所の難燃化の対策は講じる必要がない。 

(3) 火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の火災を防止するための措置を講じ 

るとともに、消火設備の設置その他の火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を 

講じた。 

問 6 鉱山施設に共通する技術基準に関する次の記述について、A・B・Cに当てはまる言葉を

下記の(1)～(3)の組合せの中から選びなさい。 

① 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の 

必要なＡが設けられていること。 

② 鉱山労働者の注意を喚起するため、Ｂその他の必要な表示が設けられていること。 

③ 火災を防止するため、消火栓、消火器、消火用砂その他のＣが適切に設けられて 

いること。 

Ａ         Ｂ       Ｃ          

(1) 鉱害防止設備     標識      消火設備 

(2) 保安設備       信号    防火設備 

(3) 保安設備       標識    消火設備 

問 7 坑内通気に使用する扇風機の技術基準に関する次の記述のうち、誤っているものを選

びなさい。 

① 坑内の通気に使用する主要扇風機は、坑内からの排気が入気坑口に引き入れられる 

位置に設けている。 

② 扇風機の構造は空気の復流を生じないものとしている。 

③ 扇風機の能力は坑内通気に必要な風量を供給できるものとしている。 

問 8 掘進機械運転前後の点検作業に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選びな

さい。 

① 入坑時は、掘進機械のケーブルの余巻き箇所を確認し、進行メートル分のケーブルの余裕

を確保する 

② 機械運転中に、異音などが発生しても運転に支障がない限りは作業を続ける。 

③ 作業終了時は、目視による各部の状態や油量など、基本的な点検を実施し、異常があれば

後方に申し送ること。 

探

査

測

量 

［測量に関する問題］   探査・測量技術理解度確認試験 

１． 水平距離を 45m とした場合の今斜面に沿って測定した傾斜が＋8°であった。斜距離と

高低差を求めなさい。（但し、小数第四位を四捨五入して第三位（㎜の単位）で求めよ。）

10 点 

全

問

筆

記
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Sin 8°≒0.139173  cos 8°≒0.990268  tan 8°≒0.140541 

 

  L=       ｍ         D=       ｍ 

 

 

    

  

２．二つの直角三角定規を重ね合わせた状態の Aの角度を求めなさい。          10 点 

  

45°

A
30°

３．払の断面を表した下図の-535m のコンター線の位置までの距離（L）を求めなさい。10 点 

験 

高

低 

差 

（ 
D 
ｍ） 

（ 
L ｍ） 

A 

B 

8° 

斜距離 
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風道

-531.0m

135.1m

払いコンター線（等高線）

Ｌ

-535m
-538.1m

ゲート

 

４．下記の断層図の側面図を参考にして、断層を入れた正面図を作成しなさい。（断層傾斜は

60°）    10 点 

1.0m

側面図

正
面

図

平面図

1.0m
0.5m

断層線

断層線

石炭石炭

 

 

５． 下記のボーリングの結果を参考に各 ABC の穿孔ｍを算出しなさい。10 点 

Ｃ

Ｂ

Ａ

不変長

残り0.5ｍ

頁岩

NO3
石炭

残り1.0ｍ

ロッド長は1.5m

残り1.0ｍ

NO3NO3NO2NO1

0.3

頁岩頁岩頁岩

６．次の走行と真傾斜を求めなさい.  10 点 
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15°

5°

 

７．下記の正五角形の外角と内角の総和を求めなさい。10 点 

  ・外角総和＝ 

  ・内角総和＝ 

８．トラバース測量で下図の結果を得た。B－C間の方位角を計算して出しなさい。10 点 

 

９．下記の表の緯距・経距・閉合誤差・閉合比を算出しなさい 10 点 

表 10.3 緯距・経距の計算 

測線 
方位角 

［ ° ′ ″］ 

距離 

[m] Si 

緯距 

[m] Li 

経距 

[m] Di 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-1 

251 24 45 

307 51 50 

 15 09 44 

 72 07 03 

 52 28 53 

146 59 37 

237 23 16 

 25.436 

 22.551 

 24.639 

 38.329 

 27.778 

 36.584 

 50.991 

  

   

   

   

   

 

 

 

 

    

   

   

   

 

合計 － 226.308        

A 

２００°３０′３０″ 

B 

C 

N 
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閉合誤差＝     閉合比= 

運

搬 

運搬技術（理解度確認問題） 

 問題１、ベルトコンベアの故障の原因について誤っているものには×をつけよう。誤って

いないものには○をつけよう。 

（1）（  ）回転部、プーリ、ローラー等の摩耗、損傷はなく運転している。 

（ 2）（  ）運転転、プーリに付着していたがそのまま運転した。 

( 3)（  ）ベルトクリーナーは効果的に使用されている。 

( 4) (  ) ベルト接手部 20 個中 7 欠破損していたがそのまま運転した。（ベルト幅

1100mm40 インチ） 

 問題２、ベルト運転中次の記述のうち、誤っているものには×をつけよ、誤っていないも

のには○をつけよう。 

（１）（   ） ベルト終端部でプーリからはみ出し片寄りして運転していた。 

（２）（   ） 減速機モーター間に異常音が発生し漏油していたが補給し監視しながら運転

した。 

（３）（   ）自動調整ローラーは効果的に調整され運転していた。 

（４）（   ）ベルト終端部のスカート片方の裾ゴムが外れ片寄りして運転していた。 

 問題３、次のベルト新設時に関する記述のうち誤っているものに×をつけよ。誤っていな

いものには○をつけよう。 

（1）（   ）設置時方法の不良及び調整しないで組み立てた。 

（2）（   ）ベルトフレーム据付箇所は整盤しないで据え付けた。 

（3）（   ）フレームの通りは直線に敷設出来るように紐をはりつけた。 

（4）（   ）ベルト接手部はベルト中心線に直角に接手した。 

(5)（   ）ベルト新設時 のヘッド、エンド部はベルトが蛇行しないように 

    馬の背になるように設置した。 

(6) (   ) クリーナの取付け箇所は落口と終端だけで駆動部前には付けなくて良い。 

 問題４、次の保安装置について誤っているものに×をつけよ。 

（１）（   ）駆動ベルトに設置されているスリップローラーはベルトが。 

      スリップしても作動しなかった。 

（２）（   ）消火器は直に使用できるように駆動部の風上に設置した。 

（３）（   ）煙感知器は各プーリの真横に設置した。 

（４）（   ）スラスターブレーキはベルト停止後 10 秒程度で停止するように調整した。 

 問題 5、チェーンコンベアの故障の原因について誤っているものには×をつけよう。誤って

いないものには○をつけよう。 

(1) (  ）スプロケットのホイルボルトが弛み開いていたがそのまま運転を続けた。 

(2) （   ） ＰＣ落ち口で山ずれし回っていたので、山ずれを直し左右のチェーンを測

定し長い方のチェーンを交換し長さを合わせて運転した。 

  (3) （   ） 終端ロ-ラ、オフサイドのグリースは工場で整備すれば坑内では入替えしな

くても良い。 

(4) （   ）トラフ通りは馬の背を作るより、船底を作り布設した方が良い。 

     

全

問

筆

記

試
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大型巻理管理技術（解度確認試験） 

次の文で正しいものに○ 誤っているものに×をつけよ。 

１，（ ）運転中非常停止が掛かった、原因が判らないが復帰できたのでそのまま運転を続行

した。 

２，（ ）ロープは素線と子綱（ストランド）、芯綱より出来ている。 

３，（ ）素線とは子綱を捻り合わせたものである。 

４，（ ）ロープの素線切れを見つけたので、ただちに運転を停止し上司に連絡した。 

５，（ ）ロープの摩耗状況が分かりにくいので油は塗らない方がよい。 

６，（ ）運転中歯車付近で少し異音がでていたが、運転に差し支えないのでそのまま運転し

た。 

７，（ ）ブレーキを掛けると、シャクルので上司に連絡してブレーキ調整を行って運転した。 

８，（ ）巻方は休日後の運転始めに、必ず各所点検をしなければならないが、普通は前方に 

     引き続いて運転するので点検の必要はない。 

９，（ ）運転中、急に重くなったが巻けるのでそのまま巻いた。 

10,（ ）ブレーキライニングが摩耗して、木駒がブレーキドラムに当たりだしたが運転は続

行 

    した。 

11,（ ）差しの合図で運転中、ロープがドラム下に弛み出したが止めの合図がないのでその

まま 

    運転した。 

12,（ ）定函オーバーではあったが、巻きに余裕があったので、そのまま運転した。 

13,（ ）合図があったが、よく分からなかったので次の合図が来るまで待った。 

14,（ ）運転中は、余裕があったので、給油のため運転席を離れた。 

15,（ ）巻揚機には次のような保安装置を付けなければならない。 

16,（ ）停電したので速やかにコントローラーを零に戻し、ブレーキハンドルを締めた。 

17,（ ）運転停止中、絶対停止を掛け要所に連絡をとって現場を離れた。 

18,（ ）運転を始めたら、電流計等の計器は正常な指示をしていたが、深度計の指針が零か

ら 

     動かなかったので運転を停止し電気保安係員に連絡した。 

19,（ ）巻場前の誘導シーブ（矢弦）が回転しなくなったが油が着いているのでそのまま運

転した 

20,（ ）運転前はロープ、コース元、ブレーキ点検合図の確認を毎日しなければならない。 

機

械 

掘進機械維持管理技術（理解度確認試験）          

ロードヘッダ、メンテナンス 

  （回答は下欄より選べ） 

１）ドラムが回転しない原因を 2つ書け。 

   （                               ） 

（                               ） 

２）ドラムが伸縮しない原因を 2つ書け。 

                

（                                ） 

（                                  ） 

全

問

筆

記

試
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３）掻き寄せ腕が片方のみ回転する原因を 2つ書け。 

   （                               ） 

   （                               ） 

４）走行しない原因を１つ書け。 

   （                               ） 

５）減速機が異常音を発生し高熱を帯びている原因を１つ書け。 

   （                               ） 

６）コンベアが回転しない原因を１つ書け。 

   （                               ） 

７）第二コンベアが旋回しない原因を１つ書け。 

  （                           ） 

a,過負荷  b,ベアリング不良、c、作動油不足 d、歯車の損傷、 

e,緊張不測 f，スプロッケットの磨耗 g、テールローラーの不良 h,油圧モーター不良 

i,油圧ホース破れ j、切り替え弁不良 k、油圧ポンプ不良 L、油圧シリンダー不良 

m、減速ギヤの破損、n,サーマルリレーの作動 o, チェーンの磨耗  

電

気 

理解度確認試験問題（坑外電気設備管理技術） 

沿層掘進における受電設備の保守・点検技術で電気設備の試運転を下記順序で行います。各

順序の手順を述べよ。 

問題 1順序 1 据付状態の点検について項目を 4つ述べよ。(20 点) 

(a) 

(b) 

(c)  

(d) 

問題 2順序 2 主回路の点検について項目を 5つ述べよ。（20 点） 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

問題 3順序 3 絶縁抵抗測定について 3つ述べよ。（20 点） 

(a) 

(b) 

(c) 

問題 4順序 4 絶縁耐力試験について項目を 2つ述べよ。（20 点） 

(a) 

(b) 

問題 5 次の文（イ）（ロ）（ハ）（ニ）の中に言葉または数値を、下記の(1)～(4)の組み合わ

せのうちから選べ。（10 点） 

坑外において、鉱山労働者に電源を遮断させないで、電圧が（イ）ボルトをこえる電 

気施設の充電部を修理させるとき、または、（ロ）に接触するような検査等の作業を行 

なわせるときは、電気用（ハ）、その他の（ニ）保護具を備える等適当な措置を講じな 

ければならない。 

(ｲ)    (ﾛ)          (ﾊ)         (ﾆ) 

(1)  300     バッテリ  ゴム長ぐつ  耐熱用 

(2)  300     裸充電部  ゴム手袋   絶縁用 

(3)   600     バッテリ  ゴム長ぐつ  耐熱用 

(4)   600     裸充電部  ゴム手袋   絶縁用 

問題 6 電気機器等で間違っているものを選べ。（10 点） 

(1)主要電動機について、異常の有無を毎日 1回検査しなければならない。 

(2)坑内電気工作物に対する主要接地工事の接地抵抗について、毎年 1回以上検査しな

ければならない。 

(3)保安上特に注意を要する電気機器、電気器具、接地工事等については、定期的に精

全

問

筆

記

試
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密な検査をしなければならない。 

(4)電気機械、配線、移動電線及び接地線の設置及び修理を監督しなければならない。 

理解度確認試験問題（掘進機械維持管理技術） 

 正しいものを（  ）内に番号を記入。  各（10 点） 

問題 1 切削電動機出力について正しいものを選べ。（  ） 

1. 低速 55kw 8P、高速 100kw 8P 

2. 低速 55kw 8P、高速 110kw 8P 

3. 低速 60kw  8P  高速 100kw 4P   

4. 低速 60kw  8P  高速 110kw 4P 

問題 2 切削電動機のリード線ケーブルについて正しいものを選べ。（  ） 

1. 1500V 級の 22 ㎟        

2. 1500V 級の 38 ㎟ 

3. 2000V 級の 22 ㎟      

4. 2000V 級の 38 ㎟ 

問題 3 油圧用電動機出力について正しいものを選べ。（  ） 

1. 45kw 4P   

2. 50kw 4P   

3. 55kw 8P   

4. 60kw 8P 

問題 4 油圧、切削電動機の電流が正しいものを選べ。（  ） 

1. 油圧電動機 61A、低速 135A、高速 142A 

2. 油圧電動機 61A、低速 135A、高速 144A 

3. 油圧電動機 62A、低速 137A、高速 146A 

4. 油圧電動機 62A、低速 139A、高速 146A 

問題 5 漏電リレーのテスト方法について正しいものを選べ。（  ） 

1. 毎日   

2. 1 ヶ月に 1 回   

3. 2 ヶ月に 1 回   

4. 3 ヶ月に 1 回 

問題 6 切削負荷監視装置について正しいものを選べ。（  ） 

1. 切削負荷が 150％以上が約 3秒継続すると切削用電動機を自動的に停止する。 

2. 切削負荷が 200％以上が約 3秒継続すると切削用電動機を自動的に停止する。 

3. 切削負荷が 250％以上が約 3秒継続すると切削用電動機を自動的に停止する。 

4. 切削負荷が 300％以上が約 3秒継続すると切削用電動機を自動的に停止する。 

問題 7 フロースイッチについて正しいものを選べ。（  ） 

1. フロースイッチは防爆構造で、流量調整範囲（7.5～30ℓ/min で 15 ℓ/min） 

2. フロースイッチは防爆構造で、流量調整範囲（7.5～30ℓ/min で 20 ℓ/min） 

3. フロースイッチは特殊防爆構造で、流量調整範囲（7.5～30ℓ/min で 15 ℓ/min） 

4. フロースイッチは特殊防爆構造で、流量調整範囲（7.5～30ℓ/min で 20 ℓ/min） 

問題 8 フロースイッチの電圧について正しいものを選べ。（  ） 

1. 開放電圧 DC20V 以下、短絡電流 DC10mA 以下 



 

51 

技

術 

問題 備

考 

2. 開放電圧 DC20V 以下、短絡電流 DC15mA 以下 

3. 開放電圧 DC24V 以下、短絡電流 DC10mA 以下 

4. 開放電圧 DC24V 以下、短絡電流 DC15mA 以下 

問題 9 電磁開閉器の構造について正しいものを選べ。（  ） 

1. 本質安全回路付耐圧防爆型   

2. 本質安全回路付防爆型   

3. 安全増防爆回路付耐圧防爆型 

4. 安全増防爆回路付防爆型 

問題 10 電源ケーブルについて正しいものを選べ。（  ） 

1. 電源ケーブルのサイズは 60 ㎟以上で、定格電圧の 80％以上 

2. 電源ケーブルのサイズは 60 ㎟以上で、定格電圧の 85％以上 

3. 電源ケーブルのサイズは 80 ㎟以上で、定格電圧の 80％以上 

4. 電源ケーブルのサイズは 80 ㎟以上で、定格電圧の 85％以上 

理解度確認試験問題（坑内電気設備管理技術） 

問題 1 受電設備において、電気事故の種類を 4つ述べよ。(20 点) 

      ・ 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

問題 2 シーケンス制御の代表的な種類３つ述べよ。（20 点） 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

問題 3 シーケンス制御の接点方式を３つ述べよ。（20 点） 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

問題 4 防爆形キャブタイヤケーブルの特徴を 4つ述べよ。（20 点） 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

問題 5 電気工事の作業上注意を 4つ述べよ。（20 点） 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

理解度確認試験問題（各種機器整備技術）各(10 点) 

問題 1 電気機器の絶縁物に要求される一般的特性として、特に関係のないものを選べ。（  ） 

1. 絶縁耐力、絶縁抵抗が大きいこと。  

2. 熱膨張係数が小さいこと。 

3. 透磁率が大きいこと。  

4. 耐水、耐油性等にすぐれていること。 

問題 2 電力用機器の取扱いにおいて、定格電流を超過しない場合を選べ（  ） 

1. かご形誘導電動機を全電圧始動した場合。 

2. 計器用交流器の一次及び二次側に、各々、定格電流の約 50％の電流が流れている 
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状態で交流器の二次側端子を短絡した場合。 

3. 無電圧状態の大形変圧器の一次側スイッチを投入し定格電圧を印加した場合。 

4. 計器用変圧器の一次側に定格電圧が印加されているとき、二次側の端子を短絡し 

た場合。 

問題 3 用語のうち、 も関係が深いものを選べ。（  ） 

1. シリコン＝サイリスタ    架橋ポリエチレン＝CV ケーブル 

けい素鋼板＝変圧器     タングステンフィラメント＝白熱電球 

2. シリコン＝サイリスタ    架橋ポリエチレン＝白熱電球 

けい素鋼板＝変圧器     タングステンフィラメント＝CV ケーブル 

3. シリコン＝変圧器      架橋ポリエチレン＝CV ケーブル 

けい素鋼板＝サイリスタ   タングステンフィラメント＝白熱電球 

4. シリコン＝サイリスタ    架橋ポリエチレン＝変圧器 

けい素鋼板＝CV ケーブル   タングステンフィラメント＝白熱電球 

問題 4 電動機のうちから定格回転数における回転力に比較して、起動回転力の も大きな 

ものを選べ。（  ） 

1. 直流分巻電動機 

2. 直流複巻電動機 

3. 直流直巻電動機 

4. 交流同期電動機 

問題 5 油圧、切削電動機の電流が正しいものを選べ。（  ） 

1. 変圧器の損失のうち、銅損は、周波数や電圧が不変であれば変わらないが、これ 

に対し銅損は、抵抗が一定であって、負荷電流の 3乗に比例して変化する。 

2. 変圧器の損失のうち、鉄損は、周波数や電圧が不変であれば変わらないが、これ 

に対し銅損は、抵抗が一定であって、負荷電流の 3乗に比例して変化する。 

3. 変圧器の損失のうち、銅損は、周波数や電圧が不変であれば変わらないが、これ 

に対し鉄損は、抵抗が一定であって、負荷電流の 2乗に比例して変化する。 

4. 変圧器の損失のうち、鉄損は、周波数や電圧が不変であれば変わらないが、これ 

に対し銅損は、抵抗が一定であって、負荷電流の 2乗に比例して変化する。 

 

問題 6 電動機の定格出力は、温度上昇によって決まる。このとき温度上昇の基準になる周囲

温度（℃）は何度か正しいものを選べ。（  ） 

1. 20℃   2. 30℃   3. 35℃   4. 40℃ 

問題 7電気機器の耐圧防爆構造に関する次のうち、間違っているものを選べ。（  ） 

1. 耐圧防爆構造は、容器内部でガス爆発が起こってもその圧力に耐え、かつ、外部 

の可燃性ガスに着火するおそれのないものである。 

2. 耐圧防爆構造の容器外面の 高温度上昇は、160 度に制限されている。したがって 

外部気温が 35℃のときは、容器壁温は 195℃まで許される。 

3. 耐圧防爆構造をネジ類のみで結合する場合は、少なくとも 2本のネジを使用しな 

ければならない。かつ、防爆構造保持に必要な部分は錠締めとしなければならな 

い。 
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問題 8防爆型電気機器の導線引込方式のうち、スタッド式のものを選べ。（  ） 

1. 容器を貫通して設けられた絶縁棒導体を通じて、間接に容器内部に電流を導入す 

る方式。 

2. 絶縁導体が容器を貫通する部分において、パッキングによる、防爆性を保持する 

方式。 

3. さし込接続装置により、容器内に電流を導入する方式。 

4. 全閉保護箱およびケーブル締金を用いて防爆性を保持する方式。 

問題 9 蛍光灯に定格電圧より高い電圧を加えるとき、その効率はどうなるか、正しいものを

選べ。（  ） 

1. 向上する。 

2. 低下する。 

3. 変わらない。 

4. 向上する場合と低下する場合がある。 

問題 10 アルミニウム電線の導電率は、およそ何％になるか選べ。（  ） 

1. 40％ 

2. 50％ 

3. 60％ 

4. 70％ 

保

安

・

救

急

法

・

鉱

山

救

護

隊 

理解度確認試験（救急法） 

問題１．次の〔 〕内に当てはまる言葉を下記の項目より選び〔 〕内に記入せよ。（5 問×

4点=20 点） 

(1) 救急法とは〔 〕をすることではなく、手当てはあくまで医者に引き継ぐまで

の〔 〕にとどめる。 

(2) 原則として〔 〕は使用せず、後で医師の〔 〕の妨げとなるようなで手当て

は絶対にしないこと。 

(3) 救助者は事故者の生死の判定をしてはならない。医者に引き継ぐまで献身的な

〔 〕を続けること。 

問題２．止血法は大きく分けて５つの方法があるが、５つの方法を簡単に説明せよ。(5 問×

2点=10 点) 

   

１． 高揚法 

      

２． 直接圧迫法 

           

３． 間接圧迫法 

    

 

a.応急手当 ｂ.治療的行為 ｃ.救助活動  ｄ.医薬品 e.診療  

 

全

問

筆

記

試

験 
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４． 直接・間接圧迫法の併用 

 

５． 止血帯法 

問題３  出血箇所とその止血点の位置の正しいものを線で結べ。(5 問×2点=10 点) 

      (出血箇所)                    (止血点) 

      前額部、前頭部                ・ 耳のうしろ 

      後頭部      ・             ・ 肘のくぼみ 

      わきの下、上腕部 ・             ・ 鎖骨のくぼみ 

前腕部      ・             ・ ふくらはぎ 

足部       ・             ・ こめかみ 

問題４． 次の説明文で誤っているものを選び○印で囲め(誤っているものは１つとは限らな

い) (4 問×3 点=12 点) ※不正解に丸の場合は減点 

    a .呼気には普通 17%の酸素と４%の炭酸ガスが含まれるが 17%の酸素は少ないとは

いえ人の生命を保つには十分な量である。 

    b. 人口呼吸(呼気吹込法)はあまり熟練しなくても容易に酸素量を吹き込むことが

でき効果の確認が容易で確実性がある。救助者は罹災者の顔を見なくてもこれ

を行うことが出来る。 

    c. 人工呼吸は準備に時間をかけず一刻も早く行うが水に溺れた者に対しては水を

吐かせてから行う。 

    d. 罹災者の１分間の自発呼吸回数が１０回以上となり、かつ胸部の拳上が十分認

められるまで続けなければならない。自発呼吸が弱いときに中止すると、再び

呼吸が停止してしまうことがあるので十分に注意すること。 

    e. 完全に蘇生したら安静を保たせ、元気になったら医者の手当てを受けなくとも

問題ない。 

    f. 心臓マッサージは熟練を要する為、普段から実践に備えて救護者同士(人間)に

よる訓練が必要である。 

    g. 心臓マッサージは血液循環が回復しても再び心臓が停止することがあるので、

回復後や運搬中も常に脈拍や瞳孔の変化には十分注意しておくこと。 

 

問題５． 罹災者の発見から心肺蘇生法を行うまでの手順を（ ）の中から選べ。7問×3点

=21 点) 

     罹災者発見 → 周囲の状況確認(二次災害防止処置) → 罹災者接近 → 

     (  )を求める → 罹災者の(  )の調査 → 意識の確認 → 意識なし 

→ 罹災者の( C )確保 → 呼吸の確認 → 呼吸停止 → 約 2 秒をかけ

500～800ｍl の呼気を(  )回ゆっくりと吹き込む → (  )の確認 →心臓

マッサージを約毎分18秒の早さで(  )回のピッチで4~5cm加圧する → 呼気

吹込みを 4秒間で１ℓずつ(  )回吹き込む → 蘇生 

     A．（   ２      ）   B．（    30     ） 

C．（   気道     ）   D．（    ２     ） 

E．（   脈拍     ）   F．（  大出血     ） 
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G．（   応援者    ）                   

 

問題６．次の説明文で正しいものを選び○印で囲め(正しいものは１つとは限らない (4 問×

4点=12 点) 

a 救急法とは、負傷者や急病人を医師に引き継ぐまでの一時的な応急手当はしなくても

良い。 

b.救急体制の整っている都会でも、救急車が来るまでの間の救急法は必要ない。 

c.救急法は、治療的行為をするのではなく手当の程度はあくまで医師に引き継ぐまでの

応急手当にとどめる。 

d.原則として、医薬品は使用せず、後で医師の診療の妨げとなるような手当は絶対にし

ないこと。 

e 悪条件の伴う鉱山等では、医師に引き継ぐまでの応急手当は特に必要ない。 

f.救助者は事故者の生死の判定をしてはならない事故者を医師に引き継ぐまで献身的な

救助活動を続けること。 

g.手当に当たっては事故者をそれ以上悪化させないことを常に留意し少しでもよい状態

で医師に引き継ぐこと。 

h,災害が発生しても医師や救急車を現場まで迎え入れるので困難ではない。 

 

問題７．次の説明文で正しいものを右の（ ）の中に記入せよ(5 問×3点=15 点) 

a)出血                    (  )すぐ気道を確保し、人工呼吸法を行う。 

b)意識 あり               (  )すぐ適切なショック防止法を行い、保温をする。 

c)呼吸なし                (  )人工呼吸を併用しながら、心臓マッサージを行う。 

d)脈拍 なし               (  ) 適切な体位に寝かせ、気道を確保する。 

e)ショック症状            (  )寸刻を争って適切な止血法を行う。 

 

理解度確認試験（鉱山救護隊） 

問題 1． 次の説明文で正しいものを選び○印で囲め（3問×7点=21 点） 

鉱山救護隊が必要な理由 

1 坑内掘炭鉱は作業環境が特殊であるので、専門教育を受けた者しか活動できない。 

2 坑内掘炭鉱は作業環境が特殊であるが、専門教育を受けなくても活動できる。 

3 坑内火災が発生し、正常な作業が不可能な場合、救護隊が出動する。 

4 鉱山救護隊員は、事故災害を未然に防止するための保安活動を常日頃より実践すること

が何より重要である。 

5 坑内火災が発生し、正常な作業が不可能な場合、救護隊が出動する必要はない。 

 

問題 2． 次の説明文で正しいものを選び○印で囲め（2問×8点=16 点） 

鉱山救護隊員の心得 

1 鉱山救護隊員は事に当たっては、犠牲的精神を発揮しなくても良い。 

2 鉱山救護隊員は事に当たっては、犠牲的精神を発揮しなくてはならない。 

3 鉱山救護隊員は一致協力して冷静敏速に活動をしなくてはならない。 
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4 鉱山救護隊員は一致協力して冷静敏速に活動をしなくても良い。 

 

問題 3． 次の説明文で正しいものを選び○印で囲（3問×7点=21 点） 

鉱山救護隊の編成 

1 鉱山救護隊は、5 人の隊員で 1 個班を作り、これを 5 個班以上で編成しなければならな

い。 

2 鉱山救護隊員は、5人でも 10 人でも 1 個班を編成する事が出来る。 

3 鉱山救護隊員が使用する酸素呼吸器等は、検定に合格したものでなければならない。 

4 総隊長は炭鉱の所長を当てる。救護隊の編成をし、総括管理し、実働の際は救護隊招集

をする。 

5 総隊長は炭鉱の班長を当てる。救護隊の編成をし、総括管理し、実働の際は救護隊招集

をする。 

問題 4． 次の説明文で正しいものを選び○印で囲（3問×7点=21 点） 

鉱山救護隊の侵入 

1 箇所に時期を誤らずに進入して探検し、できるだけ的確に状況を把握して連絡をする。 

2 箇所に時期を誤らずに進入して探検し、的確に状況を把握したら連絡をする必要はな

い。 

3 進入する時、連絡綱はしなくても良い。 

4 進入する時、班長が前で帰りは班長が後ろから行く様にする。 

 5 伸入する時、酸素ボンベの予備は 100ｋｇ以上入っているのを持って行く。 

 

問題 5． 次の説明文で正しいものを選び○印で囲（3問×7点=21 点） 

11 号型酸素呼吸器の機能 

1 カーライムの薬剤は 2.1ｋｇを入れなくてはならない。 

2 酸素呼吸器の点検整備は 3ヵ月に１回はしなければならない。 

3 酸素呼吸器の点検整備はしなくても良い。 

4 酸素呼吸器を使用した後、洗浄する必要はない。 

5 酸素呼吸器を使用した後、全部分解して洗浄しなくてはならない。 

 

保

安

技

術 

１．メタンガス発生要因の主なものを３つ記せ 

２．メタンガスの抑制は通気(風量等)管理が重要であるが、メタンガスの持つ特性の主なも

のを５つ記せ 

３．坑道で、通気抵抗を増大させる主な要因を２つ記せ 

４．風管布設は、直線化が重要であるが、その直線化の有効性の主なことを３つ記せ 

５．通気で独立分流とする主な効果を４つ記せ 

６．局部扇風機を設置する場合、坑道でどのような場所が適当か、主な場所を３つ記せ 

全

問

筆

記

試

験 

   

 

(7)東カリマンタン地区近隣炭鉱従業員等研修 

1) 東カリマンタン地区近隣炭鉱従業員等研修指導 

① 研修場所 

ホテルグランドビクトリア会議室 
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② 日時 

12 月 12 日(火) 
③ 研修内容 

東カリマンタン地区の政府機関及び近隣炭鉱の技術者を対象とし、坑内掘り炭鉱

技術の啓蒙普及を目的として、東カリマンタン州鉱山局において以下の内容で研修

を実施した。以下に、表 1.1-4 東カリマンタン地区研修カリキュラムを示す。 

 

表 1.1-4 東カリマンタン地区研修カリキュラム 

時間 研修内容 通訳 

09 : 00 – 09 : 45 

開講式挨拶 

- バントロ（東カリマンタン州鉱山局、新再生可能

エネルギー部長） 

- エコ・スチップト（GDM 炭鉱、操業部長） 

 

09 : 45 – 10 : 00 休憩（コーヒーブレーク）  

10 : 00 – 10 : 30 

東カリマンタン州での採掘状況 

（アズワール・ブソラ、東カリマンタン州鉱山局、

技術及び監督課長） 

 

10 : 30 – 11 : 00 坑内掘り炭鉱開発（佐藤、MMR） チャトゥル 

11 : 00 – 11 : 30 
GDM 坑内掘り炭鉱の進捗状況 

（ベニ氏（GDM 炭鉱保安技術管理者者） 
 

11 : 30 - 12 : 30 
質疑応答 

（佐藤、浜崎、川田、ベニ、アズワール） 

チャトゥル 

アフマド 

12 : 30 – 13 : 00 
閉講式 

ワフユー・ウィディ（東カリマンタン州鉱山局長） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-1221開講式風景            写真 1.1-123研修風景 
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写真 1.1-124質疑応答風景                          

 

④ 開講式挨拶（バントロ（東カリマンタン州鉱山局、新再生可能エネルギー部長） 

まず、東カリマンタン州鉱山局長が開講式に遅れたことをお詫び申しあげる。東カ

リマンタン州の石炭採掘活動は現在、様々な関係者から注目されている。技術的な管

理、労働安全衛生及び環境の面で特に発生する様々な問題は、適用される法律及び規

制に従って適切に管理するとともに、鉱業分野における技術革新を促すための動機

とならなければならない。ご存知のように、東カリマンタンで活動する鉱山会社のほ

とんどは、採掘法として露天掘り方式を使用している。この露天掘り採掘方式は、開

放された土地に直接的な影響を与え、適切に管理されなければ環境問題を引き起こ

す可能性がある。そのため、我々は環境破壊による影響を技術的に 小限にすること

ができる坑内掘りの採掘方式による代替炭鉱採掘システムの導入を奨励するため、

日本の専門家のサポートを受け、政府と民間会社に対して、坑内掘りに関する技術研

修を実施しており、この場を借りて、協力いただいている日本の専門家に感謝申し上

げる。本日の研修では、より 新の坑内掘り炭鉱技術を詳しく勉強していただきたい。 

確かに、坑内掘り炭鉱は、より大きな投資や高度な技術が必要なだけでなく、重大

な危険性を有する採掘方式であり、体系的な計画、優秀な人材、および大規模な資金

が必要となる。しかし、適切な運用基準に則って、確立された技術を用いるならば、

この坑内掘り採掘方式は、露天掘り方式で採掘できない埋蔵資源を採掘することが

できることに加え、より環境に優しい採掘方法であると考える。企業だけでなく、政

府にとってもこの坑内掘り炭鉱開発に関する研修が、坑内掘り炭鉱に関する知識向

上に非常に役に立つと考えている。政府がこの知識を利用することで、炭鉱技術者の

能力を継続的に向上させるとともに、詳細かつ計画的で適切な監督を行うことがで

きる。キタディン・エンバルット（株）、コタイ・マクムル・インサン・アバディ（株）、

ブキット・バイドゥリ・エネルギー（株）など、一部の企業では、オーガーマイニン

グやハイウォールマイニングなどの石炭採掘の代替方式を使用している。石炭採掘

方法の代替技術の導入は我々が鉱業界を発展させていく上で、考え続けなければな

らない課題である。 

この研修が、我々にとって役に立つことを期待するとともに、すべての参加者が積

極的に議論に参加して知識向上に努めることを願っている。また、グッド・マイニン

グ・プラクティスの原則に従うことによって各企業に坑内掘り方式が導入されるこ

とを期待する。 

本日の技術研修の講師となる専門家に感謝申し上げ、私の挨拶とさせていただく。

ありがとうございます。 

 

⑤ 質疑応答 

 アグス・セリヤント氏（鉱物資源総局、鉱山監督） 

i.GDM 炭鉱の生産方式は、池島炭鉱とは同様か。 

佐藤指導員： 完全機械化採炭と言う事については一緒で、開坑方式も当然同じ。 

アズワール技術及び監督課長（東カリマンタン州鉱山局）： 

GDM 炭鉱での生産方式は池島と同じで、ロードヘッダで採掘し、ドラムカッ
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ターで採炭する。但し、池島では 650m 位の立坑式から入坑し、GDM 炭鉱は 9°

位の斜坑式から入坑する。 

ii.キタディン炭鉱や FBS 炭鉱では何件か災害が発生したと聞いたが、池島炭鉱で

発生した災害情報を把握していないので説明してもらえないか。 

佐藤指導員：私が知っている限りでは、50 年間で死亡災害は 62 件発生し、重大

災害はガス爆発、坑内火災、自然発火など全て経験した。 

 

iii.100 万トンの石炭生産で、投資額は約 100 万円と聞いたが、言い間違っていない

か。 

佐藤指導員：年間 100 万トンで、投資額は約 100 億円。 

 

 アンドリヤノ氏（アラムジャヤ炭鉱） 

i.露天掘り採掘の後、坑内掘り展開が可能かどうかを調査するつもりであるが、坑

内掘り展開に必要な条件（炭層の深さ、埋蔵量など）を再説明してもらえないか。 

佐藤指導員：露天掘りのハイウォールから入り、沿層で展開していく方法であれ

ばコストが安くて一番良い。炭層の深さとしては、インドネシア法

令の改正により、基本的には地表から 200m 以上の深さでないと坑

内掘り展開は禁止されると聞いた。もし、坑内掘り展開が可能であ

れば、完全機械化するためには炭層の厚さが 3m 程度は必要。あま

り厚すぎると良くないが、3m 程度が機械を操作しやすく、 適な厚

さである。炭層の傾斜については、 適な傾斜は 大5°であるが、

10°の傾斜でも採掘することは可能。 

アズワール技術及び監督課長（東カリマンタン州鉱山局）： 

坑内掘り展開はいつ実施すれば良いのかという質問に対し、まず露天掘り

で採炭することは不可であり、もう一つは経済的に良いということを考えな

いといけない。 

 

ii.天盤と下盤が軟弱状態であれば、開坑することは可能か。 

佐藤指導員：開坑は難しいため、コンクリートで固めていくしかない。 

 

 アガ ワフユ（クタイ マクムル炭鉱） 

i.坑内掘り展開するためには、 低の深さは何メートルくらいか。それと、損益分

岐点のことを考えると 低の埋蔵量はどれくらいあれば良いのか。 

佐藤指導員：先ほど深さの話が出たが、インドネシアの規則で 低の深さは 200m

である。埋蔵量の 低と言ったが、生産計画とか販売価格にもよる

ので勝手なことは言えないが、例えば 20 年間掘るとして、年間 100

万トンであれば 2,000 万トンになる。ところが、実収率が 40～70%

であるため、 も少なく見積もった場合は実収率 70%で 3,000 万ト

ン程度、 も多く見積もった場合は実収率 40%で 5,000 万トン程度

の埋蔵量が必要。 
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ii.インドネシアの規則では、 低の深さは 200m と聞いたが、実際に GDM 炭鉱含め

深度 200m 未満で採掘している炭鉱が何社かあるが、これはどう言うことか。 

ベニ炭鉱長：インドネシアの規制では、生産パネルの深さは地表面から 低 200m

であるが、生産パネルの深さに関する大臣令 1827 号は 2018 年から

有効である一方、GDM 炭鉱は 2014 年から坑内掘り展開を実施して

いることに加え、生産パネルの深さは技術的スタディによって決め

ることもできるため、GDM 炭鉱では 140m 位の深さでも坑内掘り採

掘を実施している。 

 

 ウィウィット環境汚染課長（東カリマンタン州環境局） 

i.オーバーストレスとは何か。GDM 炭鉱ではどう管理されるか。 

ベニ炭鉱長： オーバーストレスとは、採鉱による天盤、側壁、下盤からの地圧で

ある。地圧で下盤が上がったら盤打ち整盤を行う。天盤の方は管

理する方法が二つある。目視による管理の他、当たり付けの割れ

る音や形状の測定による地圧の管理である。天盤の挙動変化を測

定するためにテルテール（Tail Tale）及びエクステンソメーター

を使用する。 

 

ii.GDM 炭鉱での坑内水の水質はどう管理されているのか。 

ベニ炭鉱長： 坑内水には２種類あり、坑内の粉じん削減のために撒いている水

と坑道内から染み出た水。坑内水の水質は測定していないが、下

盤から出た坑内水は坑外に排出し、環境中に放流可能な条件に適

合させてから、放水している。 

 

⑥ 閉講式の挨拶 

坑内掘り炭鉱技術は、キタディン炭鉱含め、何社かの炭鉱社で導入されているが、

私達にとっては新しい技術である。この技術によって環境に対するリスクの 小化

を図ることが可能であれば、インドネシア国内、特に東カリマンタン州で導入するこ

とは可能である。 

しかし、坑内掘り展開するためには、非常にお金がかかるし、管理や全体的な運営

も特別であるため、坑内掘り展開前には全体的に調査し、確認することが必要である。 

将来は GDM 炭鉱のように、他の炭鉱社も坑内掘り開発できることを期待する。その

ために、何か私にはできることは応援し、協力したい。その代わり、インドネシアの

規則と規制を遵守するようにお願いしたいと思う。 

私は坑内掘り炭鉱技術に興味があるので、いつか GDM 炭鉱を見学したいと思う。 

後に、石炭資源の 適な採掘のため、露天掘り採掘から坑内掘り採掘に移行して

いる GDM 炭鉱に感謝する。 

 

（表 1.1-5）東カリマンタン近隣炭鉱従業員等研修出席者名簿 
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NO 

号 

NAMA 

氏名 

INSTANSI 

機関 

JABATAN 

職位 

1 
Bantolo 

バントロ 

Dinas ESDM Kalimantan Timur 

東カリマンタン州鉱山局 

Ka. Bid Energi Baru Terbarukan 

新再生可能エネルギー部長 

2 
Firman 

フィルマン 

PT. GDM 

GDM 炭鉱（株） 

Direktur 

取締役 

3 
Rudiro 

ルディロ 

PT. Bara Tabang 

バラ・タバン（株） 

Technical Advisor 

技術アドバイザー 

4 
Wiwit 

ウィウィット 

DLH Kalimantan Timur 

東カリマンタン州環境局 

Ka.Si Pencemaran Lingkungan 

環境汚染課長 

5 
Nendi Rohaendi 

ネンディ・ロハエンディ 

PPSDM Geominerba 

地質鉱物石炭人材開発センタ 

Widyaiswara 

指導員 

6 
Wahyu Widhi 

ワフユー・ウィディ 

Dinas ESDM Kalimantan Timur 

東カリマンタン州鉱山局 

Ka.Dinas ESDM 

東カリマンタン鉱山局長 

7 
Azwar Busra 

アズワール・ブソラ 

Dinas ESDM Kalimantan Timur 

東カリマンタン州鉱山局 

Ka.Si Teknis dan Pembinaan 

技術及び監督課長 

8 
Eko Sucipto 

エコ・スチップト 

PT.GDM 

GDM 炭鉱（株） 

General Manager Operasional 

操業部長 

9 
Sumargianto 

スマルギヤント 

PT. Kitadin 

キタディン（株） 

Wakil KTT (Kepala Teknik Tambang) 

副保安技術管理者 

10 
Hamka 

ハムカ 

CV.Java Hunian 

ジャヴァ・フニアン（株） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

11 
Agus Riyadi 

アグス・リヤディ 

CV Indra Berjaya 

インドラ・ブルジャヤ（合資会社） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

12 
Fadil Ahmad 

ファディル・アフマッド 

PT. Alfara Delta Persada 

アルファラ・デルタ・プルサダ（株） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

13 
Widodo Hermanto 

ウィドド・ヘルマント 

PT. Welarco Subur Jaya 

ウェラルコ・スブル・ジャヤ（株） 

Geologist 

地質学者 

14 
Ali Mashar 

アリ・マスハール 

PT. Multi Sarana Avindo 

マルチ・サラナ・アヴィンド（株） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

15 
Muhammad Ali 

ムハンマド・アリ 

PT. Bukit Baiduri Energi 

ブキット・バイドゥリ・エネルギー（株） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

16 
Fahyudi Musa 

ファーユディ・ムサ 

CV. Indra Berjaya 

インドラ・ブルジャヤ（合資会社） 

HSE 

保安安全衛生スタッフ 

17 
Syamsul Deceng 

シャムスール・デチェン 

CV. Mampala Jaya 

マンパラ・ジャヤ（株） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

18 
Teguh 

トゥグー 

PT. Karya Putra Utama 

カルヤ・プトラ・プラタマ（株） 

Wakil KTT (Kepala Teknik Tambang) 

副保安技術管理者 

19 
Muh Tahdi 

ムーターディ 

CV. Kutai Kumala Energi 

クタイ・クマラ・エネルギー（株） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

20 Agah Wahyu PT. Khotai Makmur Insan Abadi KTT (Kepala Teknik Tambang) 
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NO 

号 

NAMA 

氏名 

INSTANSI 

機関 

JABATAN 

職位 

アガー・ワフユー コタイ・マクムル・インサン・アバディ（株） 保安技術管理者 

21 
Mangoloi Silalahi 

マンゴロイ・シララヒ 

PT. TAG 

TAG（株） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

22 
Herning Subagio 

ヘルニン・スバギヨ 

CV. Artha Pratama Jaya 

アルタ・プラタマ・ジャヤ（株） 

Geologist 

地質学者 

23 
Muses Sambo 

ムセス・サンボ 

CV. Limbuh 

リンブー（合資会社） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

24 
Daniel Lompatty 

ダニエル・ロンパッティ 

PT. BEM 

BEM（株） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

25 
Zainudin 

ザイヌッディン 

CV. Limbuh 

リンブー（合資会社） 

Direksi 

取締役 

26 
Agus Serianto 

アグス・セリヤント 

Ditjen Minerba 

鉱物資源総局 

Inspektur Tambang 

鉱山保安監督 

27 

Irvan Fahlepie 

イルファン・ファーレピ

ー 

Ditjen Minerba 

鉱物資源総局 

Inspektur Tambang 

鉱山保安監督 

28 
Toni 

トニー 

Ditjen Minerba 

鉱物資源総局 

Inspektur Tambang 

鉱山保安監督 

29 
Irma Maryana 

イルマ・マルヤナ 

Ditjen Minerba 

鉱物資源総局 

Inspektur Tambang 

鉱山保安監督 

30 
Widiyanto Ari 

ウィディヤント・アリ 

PT. Nuansacipta Coal Investment 

ヌアンサチプタ・コール・インベスメント（株） 

Engineering 

エンジニアリング 

31 
Supriatna 

スプリヤットナ 

PT. Alamjaya Bara Pratama 

アラムジャヤ・バラ・プラタマ（株） 

Geologist 

地質学者 

32 
Andriano 

アンドリヤノ 

PT. Alamjaya Bara Pratama 

アラムジャヤ・バラ・プラタマ（株） 

Operasional 

操業 

33 
Muhammad Mecron 

ムハンマド・メクロン 

PT. Kaltim Batu Manunggal 

カルティム・バラ・マヌンガール（株） 

Geologist 

地質学者 

34 

Inco Widiasmoro 

インコ・ウィディアスモ

ロ 

PT. Adimitra Baratama Nusantara 

アディミトラ・バラタマ・ヌサンタラ（株） 

Engineering 

エンジニアリング 

35 
Bambang Setiawan 

バンバン・スティアワン 

PT. Adimitra Baratama Nusantara 

アディミトラ・バラタマ・ヌサンタラ（株） 

QC 

品質管理 

36 

Agustinus Kristianto 

アグスティヌス・クリス

タント 

PT. Adimitra Baratama Nusantara 

アディミトラ・バラタマ・ヌサンタラ（株） 

Planning 

計画 

37 
Beny Tjahja 

ベニ・チャーヤ 

PT. GDM 

GDM 炭鉱（株） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

38 Herianto PT. JH KTT (Kepala Teknik Tambang) 
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NO 

号 

NAMA 

氏名 

INSTANSI 

機関 

JABATAN 

職位 

ヘリヤント JH（株） 保安技術管理者 

39 
Teguh 

トゥグー 

PT. Trisensa Mineral Utama 

トリセンサ・ミネラル・ウタマ（株） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

40 
Armansyah 

アルマンシャー 

PT. JTN 

JTN（株） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

41 
Ramadian 

ラマディヤン 

PT. Kaltim Batu Manunggal 

カルティム・バラ・マヌンガール（株） 

Engineering 

エンジニアリング 

42 
Saut Manalu 

サウット・マナル 

PT. Indomining 

インドマイニング（株） 

Mining Manager 

炭鉱長 

43 

Edy Subhan Noor 

エディ・スブハン・ヌー

ル 

KSU Karya Desa 

総合協同組合-カルヤー・デサ 

Engineering 

エンジニアリング 

44 
Edy Suyono 

エディ・スヨノ 

KSU Karya Desa 

総合協同組合-カルヤー・デサ 

Engineering 

エンジニアリング 

45 
Leo Wijayanto 

レオ・ウィジャヤント 

PT. Welarco Subur Jaya 

ウェラルコ・スブル・ジャヤ（株） 

Staf 

スタッフ 

46 
Janwar Nurzan 

ジャンワール・ヌルザン 

CV. Rimori Jaya 

リモリ・ジャヤ（合資会社） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

47 
Nur Saidah 

ヌール・サイダー 

DLH Kota Samrinda 

サマリンダ市環境局 

PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan HIdup) 

環境監視官 

48 
Ernestina 

エルネスティナ 

DLH Kota Samarinda 

サマリンダ市環境局 

PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan HIdup) 

環境監視官 

49 
Yesi Erika 

イェシ・エリカ 

DLH Kota Samarinda 

サマリンダ市環境局 

PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan HIdup) 

環境監視官 

50 
Aji 

アジ 

Dinas ESDM Kalimantan Timur 

東カリマンタン州鉱山局 

Staf Dinas ESDM 

東カリマンタン鉱山局スタッフ 

 

 (10) 研修実績一覧（表 1.1-6） 東カリマンタンチーム） 

研修項目 細目 内容 期間 受講者 

採

鉱 

採鉱技術 掘進技術 第二北斜坑 6 目貫、第二南斜坑，第二南 1 号

ゲートにおいて、掘進機械、掘進技術の実技

指導を実施した。抗外繰込みにおいて沿層掘

進・掘進機械座学を指導した。 

11/2～12/14 

1/9～2/4 

11/2～12/12 

1/8～2/12 

11/2～2/12 

1/11～1/25 

1/11～1/25 

46 

34 

43 

54 

26 

10 

10 
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研修項目 細目 内容 期間 受講者 

保坑技術 第一北斜坑、第二北斜坑、第一南斜坑、第二

南斜坑において保坑技術の実技指導を実施し

た。拡大、間枠入れ、成木差替え、コンクリ

ートライニング、アンカー打ち、当付け、脚

材外し直材固め等を実技指導した。沿層掘進

における掘進坑道維持に関する技術の普及を

図った。 

9/18～10/10 

9/24～10/15 

10/5 

11/2～12/7 

11/8 

1/8～1/17 

 

47 

32 

13 

33 

5 

23 

 

  探査・測量技術 掘進の進行に追随した坑道のセンター、腰線

入れの実技指導及び第一北斜坑拡大箇所のセ

ンター付け、第二南斜坑の坑道スケッチ、第

二南斜坑及び 5 目貫の軌道敷設計画の離隔確

保のための坑道断面測定、6 目貫巻立部にお

いて探炭ボーリングの実技指導を実施した。

座学教育は、トラバース測量の計算方法、石

炭層のストライキ及びコンター（等高線）、算

出法を指導した。トラバース測量は坑内にお

いて、6 目貫の閉合トラバース測量、坑外に

おいては各坑道の上部（地上）の沈下測量、

大型巻の基礎測量を実施した。 

 

11/2～8,14～19 

11/26～30,12/6～

14,1/10～15,31 

2/4～8,11,12 

9/24～26,11/7,9 

13,12/4 

12/13 

9/21,1/8,15,16 

1/8,9 

9/19～27, 

11/12,13,26,28 

12/5,10 

2/1 

1/30 

9/18 

11/8,9,14,15 

12/3,5 

1/9,18 

9/27,11/6,12/3 

1/25 

9 

 

 

 

6 

 

2 

6 

4 

11 

 

 

4 

3 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

  坑内設計技術 巻立枠の設計、目的に沿った目貫設定、合理

的な採掘法での片盤坑道の設定、軌道敷設設

計等の教育を実施した。 

11/5,27,29 

12/4,6 

1/17 

5 

運

搬 

坑内運搬技

術 

 

運搬設備管理技

術 

第一北斜坑、第二北斜坑、3目貫、6目貫、

第一南斜坑、第二南斜坑、第二南一号ゲート

に於いて、ベルトコンベアの新設・延長とチ

ェーンコンベアの設置・移動・短縮・取替等

の指導を実施すると共に、整備工場に於いて

減速機等の整備を指導した、座学研修を行い

チェーンコンベア点検と故障の対策、ベルト

コンベア管理と点検について指導を実施し

た。 

9/19～10/15 

11/2～11/30,11/9 

11/6～11/13 

12/3～12/10,11 

12/5,12/7 

12/3～12/14 

1/10～1/15 

1/10～1/17,18,29 

1/28,1/29,2/1 

1/31,2/11 

2/4～2/12 

2/6 

22 

16 

6 

   12 

11 

6 

11 

11 

12 

6 

4 

4 

運転管理技術 

コンベアの運転管理法について各坑内現場で

の指導及びベルトコンベア構造と保安保護装

置についての座学研修を実施した。 

11/8～11/26 

1/8,1/9 

1/11 

19 

9 

5 

大型巻管理技術 

大型巻室、第一南斜坑・第二南斜坑で大型巻

の点検整備、ワイヤーロープと軌条の点検等

指導を行うと共に、座学で運転操作資格者の

為の研修を行った。 

9/18,9/28 

11/16,11/28 

12/14 

 5 

 4 

2 
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研修項目 細目 内容 期間 受講者 

 機械技術 

排水管理技術 

第二北斜坑、第二南斜坑にて坑内掘進の進行

に伴うポンプとバック座の新設、揚水系統管

理、ポンプ整備について随時指導を実施し

た。 

9/24～9/26 

11/9 

11/16 

11/19,11/29,30 

1/8～1/17 

 6 

2 

6 

5 

4 

掘進機械維持管

理技術 

第二北斜坑、6目貫、第二南一号ゲートで掘

進の進行に合わせ掘進機械の点検管理及び機

械整備の指導を実施した。整備工場にて取替

え部品の整備と管理法の指導を行った。座学

にて運転法と故障対策について研修を実施し

た。 

9/18～9/27,10/8 

9/18 

11/2～11/13 

11/14～11/27 

12/3～12/10 

12/6～12/13 

1/9 

1/9～1/16 

1/14～1/30,1/15 

2/1,7,8,11 

33 

  2 

12 

12 

11 

5 

2 

11 

17 

12 

各種機器の整備

技術 

整備工場において坑内で使用するエアーブロ

ック等の整備の指導を実施した。座学にて圧

縮空圧装置等の使用について研修を実施し

た。 

11/7 

1/18 

1/30 

2 

5 

3 

電気技術  

 

坑外電気設備管

理技術 

 

 

GDM 会議室において保安電源を電力会社に切

り替えるために、無停電電源装置導入の教育

を指導した。坑外施設において UHF 無線アン

テナ移設指導を実施した。GDM 会議室におい

て坑外電気設備管理技術の座学指導を実施し

た。 

10/8 

12/4 

9/21,10/5 

9/28 

11/30,12/7 

1 

3 

9 

6 

18 

 

 

掘進機械維持管

理技術 

 

 

 

第二北斜坑、第二南斜坑において掘進進行に

伴い日常点検、定期点検、故障対策、維持管

理についての指導を実施した。掘進機械維持

管理について座学指導を実施した。 

9/18,20,28,11/13 

12/3,5 

10/12,11/28～30 

12/13,14、2/4,7 

8 

1/14 

9/21 

13 

 

13 

 

 

5 

6 
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研修項目 細目 内容 期間 受講者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坑内電気設備管

理技術 

 

 

2 目貫、4目貫電気室においてガス、局部扇風

機よりインターロック改善の指導を実施し

た。繰り込み場、第一南斜坑、第二南斜坑に

おいてミニベルトコンベア保安装置新設の指

導を実施した。坑口電気室において高圧ケー

ブル接続の指導を実施した。GDM 会議室、第

一南斜坑、第二南斜坑において電気室新設の

指導を実施した。第二北斜坑、第一南斜坑、

第二南斜坑において排水設備及び維持管理の

指導を実施した。坑口電気室、第二南斜坑に

おいて局部扇風機新設の指導を実施した。第

二北斜坑、第二南斜坑においてサイドダンプ

ローダ電源ケーブル延長及びケーブル維持管

理の指導を実施した。第一北斜坑、第二北斜

坑、第一南斜坑においてベルト化によるケー

ブル維持管理の指導を実施した。 

4 目貫電気室、第二北斜坑においてチェーン

コンベア増設の指導を実施した。坑口電気室、

2 目貫電気室において絶縁低下の指導を実施

した。4 目貫電気室、第二北斜坑、第二南斜坑

において電磁開閉器内部点検の指導を実施し

た。 

坑内電気設備について座学指導を実施した。 

 

 

9/19,21,27,10/12 

15,11/5,1/30 

9/21,24～26,10/5 

8～11,11/2,6～9 

14,27,1/8,9,16, 

18,2/12 

9/20,24～27 

1/14,15 

11/8,12/6,10～12 

9/19,10/10,11/8 

12,15,26,～28 

1/10,2/11 

1/14,15,17,29,30 

11/6,12,15,29 

12/7,2/6 

9/24,11/16,12/12 

1/9～11,31,2/1 

11/14,12/11,2/6 

11/19,12/3 

11/13,27,12/4,7 

1/28,29,2/7 

9/21 

9/28,1/18 

10/5,12 

11/9,16 

12/14,1/11,18 

2/1 

8 

    

18 

 

 

 

7 

 

11 

13 

 

 

8 

7 

 

12 

 

6 

3 

12 

 

6 

15 

21 

30 

22 

5 

 

 

各種機器整備技

術 

整備工場において電動機点検整備の指導を実

施した。繰り込み場においてガス本体、ガス

センサーの点検整備、動作試験の指導を実施

した。繰り込み場においてベルトコンベア保

安装置の点検整備、動作試験の指導を実施し

た。 

9/28,11/28 

10/11,1/25 

11/5,12,1/13 

 

4 

3 

3 

  

保

安 

保安技術 

 

 
通気技術 

座学教育により通気網解析システムの指導を

実施した。沿層掘進に伴い、メタンガス測定

の強化が必要である為、ガス測定箇所選定指

導した。 

10/5,12 

11/2,9 

1/29 

15 

 

2 

緊急時の対応技

術 

座学教育により緊急時の対応技術の指導を実

施した。 

11/16,30 

12/7 

9 

 

救急法技術 

GDM 炭鉱主催の救急法講習会に立ち会い指導

を実施した。 

 

12/14 

1/11,18,25 

 

70 

鉱山救護隊技術 

GDM 炭鉱主催の鉱山救護隊訓練に立ち会い指

導を実施した。 

 

1/31 

2/1 

15 
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研修項目 細目 内容 期間 受講者 

東

カ

リ

マ

ン

タ

ン 

東カリマン

タン地区近

隣炭鉱従業

員等研修 

坑内掘り炭鉱技

術 

坑内掘り炭鉱技術の啓蒙普及 12/12 50 

 

1.1.3 研修結果 

 GDM 炭鉱をインドネシアにおける坑内掘完全機械化採炭のモデル炭鉱とするため、現地指

導を行ってきた。現状、優先して解決すべき課題は掘進であり、目標の炭層に到達するため

には炭層を貫縫し、その際に湧水があり軟弱切羽となる。その沿層掘進への対応技術が必要

となる。また今年度から新たに小型ベルトコンベアの機長延長導入を試行しておりそれが

有効に機能するよう指導等を実施するために重点項目を 6 項目に絞り込んだ。研修結果は

以下のとおり。 

 なお、現地指導を行っている GDM 炭鉱は、本年中頃を目途に試験切羽の展開を終え、来年

を目途に本格生産となる見込みである。 

 

(1) GDM 炭鉱の 1,196 人（延べ数）の職員に対して現地指導を実施した。 

(2) 近隣地域の公務員、炭鉱職員に対するセミナーを開催し、GDM 炭鉱における取組を紹介     

した（50 名参加）。 

(3) 9 月 17 日から 2月 12 日までの掘進長は第二北斜坑で 6.0m、第二南斜坑で 79.5m、6 目

貫 43.6m、第二南 1号ゲート 84.4m、1 号風道 3.2m の掘進長となった。 

(4) 本年度までの掘進長合計は 2,352.5m（2 月 12 日)となった。 
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1.2 西スマトラチーム 

 HRDCGMC（地質鉱物・石炭人材開発センター）が西スマトラ地区の研修場所として選定し

た、アライド・インド・コール・ジャヤ（AICJ）炭鉱において、現地指導を実施した。 

 

1.2.1 研修実施炭鉱の概要 

西スマトラチームが研修を実施したAICJ炭鉱は、西スマトラ州サワルント市から約17km

のパランバハンに位置。石炭は良質の瀝青炭であり 6,900kcal、炭層状況は、炭丈 1.5m～

2.5m、深度 250m で断層あり。現在、AIC 坑と AICJ 坑の 2区域において生産（ハイウォール

の沿層部より坑口を設け斜坑方式）。AIC 坑は石炭層のうち、B 層と C 層を柱房式採炭法で

採掘、AICJ 坑 B 層は坑内展開と柱房式採炭、C 層を沿層掘進で坑内展開。以下、AICJ 炭鉱

（鉱区）位置を図 1.2-1 に示す。 

AICJ 炭鉱は坑口により AIC 坑と AICJ 坑に分けられ、図 1.2-2 に AICJ 炭鉱の AICJ 坑と

AIC 坑の位置関係の図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1.2-1 AICJ 炭鉱位置図（出所：各種情報より MMR 作成） 
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図 1.2-2  AICJ 炭鉱の AICJ 坑と AIC 坑の位置図 

(1)坑内計画概要 

2018 年は AIC 坑 B 層旧区域の採掘を終了し、その西側隣接区域に新たに坑口を設定し

掘進展開中である。 

AICJ 炭鉱では現在 8 坑口（AIC 坑 B 層・C 層及び AICJ 坑 B 層・C 層がそれぞれ 2 坑口）

で坑内展開中であるが、2019 年初頭より、現在の露天堀区域のハイウォールから更に 2坑

口を開設し、合計 10 坑口で開発を進めている。 

図 1.2-3 に 2018 年 12 月 31 日時点の AICJ 坑 C 層坑内掘進実績図（黒色の部分）を示

す。 

          

AICJ坑 

AIC 坑 
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図 1.2-3  AICJ 坑の C層の坑内掘進実績図 

 

 

 

(2)生産 

表 1.2-1 に AICJ 炭鉱生産量推移表（年別）を示す。 

2018 年は開坑以来 大の坑内堀生産量をあげた。 

 

 

                   

第 3 斜坑 

第 4 斜坑 

主要扇風機坑道 
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        表 1.2-1 AICJ 炭鉱生産量推移表（年別）（原炭t、掘進長 m 負傷者数 人） 

年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

全体生産量 13,638 26,344 26,126 17,315 92,151 237,692 

坑内掘生産量 2,630 12,912 18,633 13,126 29,143 43,455 

掘進長    519.0 

・AICJ 坑 

B 層 

158.2 

・AICJ 坑 

C 層 

472.0. 

・AICJ 坑 

C 層 

負傷者数 0 1 0 0 1 5 

 

表 1.2-2 2018 年、2019 年の AICJ 炭鉱生産等推移表（月別）（人員、生産量、負傷者数、故障日数、能率等） 

 

 

(3)研修項目 

西スマトラ地域では、AICJ 炭鉱を半機械化のモデル炭鉱として、炭鉱掘進・採炭及び定期保安

教育など、6 回の指導業務を実施（表 1.2-3 今年度の研修日程及び研修項目参照）。 

〈採鉱技術〉 

① 掘進力の強化のための、発破掘進、施枠強化。 

② 採炭力の強化のための、跡方ばらし法、地圧採炭。 

〈通気技術〉 

③ 新規区域開発のための吸出し式主要扇風機の通気管理、通気解析。 

〈炭鉱開発技術〉 

④ 急傾斜区域開発のための坑内設計、生産計画。 

〈保安技術〉 

⑤ 定期保安教育、保護具着装強化。 

〈運搬技術〉 

⑥ 底開き式炭車の設備改良・管理。 

⑦ 経年劣化状況におけるホイスト・ベルトコンベヤ維持管理対策。 
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〈機電技術〉 

⑧ 排水・圧気・散水ラインの維持管理。 

⑨ コンプレッサーの機械・電気的な設置・維持管理。 

⑩ 主要扇風機維持管理。 

⑪ 電気機器設置・設計。 

⑫ 電気設備動力・操作ライン維持管理。 

⑬ ポンプ・局部扇風機維持管理。 
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表 1.2-3  平成 30 年度西スマトラチーム研修日程及び研修項目 
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1.2.2 研修項目別事業実績 

(1) 採鉱技術 

1)採炭技術指導 

① 研修箇所 

 ・AICJ 坑坑内 

② 研修内容 

・採炭時の跡方を崩落させ、大天盤を崩落硬で支える重要性及び地圧計算法の理解を向上

させるため、幹線坑道の維持には採掘順序と時期が重要であること、及びを採掘跡が十

分に崩落した状況における支保に作用する地圧の計算法を指導した。 

   

写真 1.2-1   採掘跡方支持の指導 

 

2)沿層掘進技術指導 

① 研修箇所 

 ・AICJ 坑坑内 

② 研修内容 

 ・AICJ 坑 C 層のガス増加による発破作業の方法についての理解を向上させるため、散水

施設の設置、噴霧シャワーの設置、水タンパの使用、風量増加等について指導した。 

 

 

図 1.2-4  噴霧シャワーパイプ設計図 

散水ホース

圧縮空気ホース 
噴霧シャワー 
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写真 1.2-2  噴霧シャワーの状況 

 

・断層箇所の掘進法、及び木枠坑道の保坑の理解を向上させるため、断層周辺の施枠固

め、間枠入れ、切張入れ増し、腐朽木枠の入替え、天井側壁当付け強化を指導した。 

  

写真 1.2-3 木枠坑道の保坑指導 

 

(2) 運搬技術 

1）運搬設備改良、管理技術指導 

① 研修場所 

   ・AICJ 炭鉱整備場 

② 研修内容 

・底開き炭車の実用化と改良で運搬効率の向上のため底開き炭車の改良製作の指導を

した。 

       
写真 1.2-4 底開き扉の開閉距離測定         写真 1.2-5 炭車部品配置指導 
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写真 1.2-6  炭車フレーム加工指導      写真 1.2-7 底扉加工指導 

 

2) 大型巻ホイスト維持管理技術指導 

① 研修場所 

 ・AICJ 炭鉱各ホイスト座 

②  研修内容 

・大型巻ホイスト維持管理技術の向上の為ブレーキ等制動機部の点検、手入れ、ロープの

磨耗対策、道中車の改良製作を指導した 

 

 

写真 1.2-8  道中車改造製作指導       写真 1.2-9 ホイストブレーキ点検指導 

 

3)機長延長したベルトコンベアの維持管理指導 

① 研修場所 

・AICJ 炭鉱 NO５坑口及び現場整備場 

② 研修内容 

・機長延長ベルトコンベア維持管理の為、ベルト駆動部設置準備、駆動部基礎位置測定、終端ロー

ラー枠の製作、フレーム配置を指導した。 

   

写真1.2-10  ベルト駆動部配置          写真1.2-11  終端ローラー枠製作  
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写真 1.2-12 フレーム配置           写真 1.2-13 駆動部据付完了 

 

(3) 機電技術 

1）排水・圧気・散水ライン維持管理技術指導 

① 研修場所 

・AICJ 炭鉱坑外 

② 研修内容 

・AICJ 炭鉱の生産を拡大させるためには、散水ラインの強化が必要な事を理解させる為、

トンネルＮＯ1，ＮＯ2，ＮＯ3，ＮＯ4, ＮＯ5, ＮＯ6、ベルト坑道の散水及び消化設備

の製作設置の指導をした。 

 

図 1.2-5  散水給水部製作図 

 

アンカーロープ

取⽔ホース、
パイプ

ドラム管フロート固定材

給⽔⼝、ストレナー
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写真 1.2-14    給水部製作          写真 1.2-15  給水部フロート設置 

 

   

写真 1.2-16  給水配管指導         写真 1.2-17  給水ラインバルブ開放 

 

2）コンプレッサーの維持管理技術指導 

 ① 研修場所 

 ・AICJ 炭鉱現場詰所、コンプレッサー設置箇所 

② 研修内容 

・コンプレッサー維持管理技術の向上の為、圧縮機の構造 圧縮機の種類 圧縮の工程、

圧縮装置の日常・定期点検、機器の点検項目、点検方法及び整備工場の改善について指

導した。 

       

写真 1.2-18 整備工場の改善前      写真 1.2-19  整備工場の改善後 

 

3）主要扇風機管理技術指導 

① 研修場所 

・AICJ 坑外電気室、現場詰所、坑外作業場 

②研修内容 
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・主要扇風機 55kw 及び 75kw の移設並びに新設作業に関する技術レベルを向上させるた

め、電力、電流等の計算、動力ケーブルの選定、扇風機設置時の諸注意事項等の関連技

術を指導した。 

 

          

  写真 1.2-20 主要扇風機関連技術指導                   写真 1.2-21 移設設置準備中の 75kw 扇風機 

・主要扇風機とガス警報器においてのインターロックの重要性及び必要性と、送風機等の 

異音に関しての技術を理解させ、これらの技術を習得させるため、主要扇風機、局部 

扇風機とガス警報機でのインターロック技術、軸受部、羽根車、ケーシング、潤滑油に 

関係する異音等に関しての技術等の指導を実施した。 

    

写真 1.2-22 ガス警報器とのインターロック技術指導     写真 1.2-23 扇風機の異音に関する技術指導 

 

4）電気機器設置設計技術指導 

 ① 研修場所 

 ・AICJ 坑外電気室、現場詰所、坑外作業場 

②研修内容 

・力率改善のための進相コンデンサの技術レベル向上と技術習得を目的に、進相コンデン

サ取り付け前後のデータを基に、無効電力削減のための今後の技術改善及び対策に関

しての技術を指導した。 
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写真 1.2-24 進相コンデンサ今後の改善対策技術指導    写真 1.2-25 進相コンデンサ今後の改善対策技術指導 

 

表 1.2-4  年度別に見る消費電力量比較表 

  
（石炭出炭量は年産） 

 

     
                     図 1.2-6 年度別に見る消費電力比較図 

※2018 年度より進相コンデンサ稼動 

消費電⼒量⽐較(2016年〜2018年)

有効電⼒kwh 192,000 kwh 484,000 kwh 712,149 kwh

無効電⼒kvA 232,960 kvA 501,860 kvA 102,461 kvA

⽪相電⼒kvA 424,960 kvA 985,860 kvA 814,610 kvA

⼒   率
17315 ｔ 92151 ｔ 234329 ｔ

51% 49% 87%
⽯炭出炭量

2016年 2017年 2018年

電 ⼒ 量

⽉ 平 均 ⽉ 平 均 ⽉ 平 均

814.610KVA

985.860KVA

424.960KVA

92151t

234.329t

17.315t

⽯炭出炭量(t)

⽪相電⼒量(KVA)

２０１６年 ２０１７年 ２０１８年

無効電⼒量(KVA)

232.960KVA

501.860KVA

102.461KVA

⽪相電⼒と無効電⼒の⽐率
(2016年〜2018年、数値は⽉平均)
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・力率改善対策の技術レベル向上のため、進相コンデンサ用リアクトルを設置して、力率

改善進相コンデンサシステム技術を指導した。 

 
写真 1.2-26 力率改善コントロール技術指導 

 

・ベルトコンベア新設に関しての技術習得と技術レベル向上を目的に、保安装置の重要性

及び必要性の理解と、ベルトコンベア設置作業に関しての技術、機器の準備、動力ケー

ブルの準備、その他準備作業に関連した技術等を指導するとともに、実際にベルトコン

ベアを新設した。 

     
写真 1.2-27 ベルトコンベア保安装置等の技術指導   写真 1.2-28 べルトコンベア駆動部組付け技術指導 

 

5) 電気設備動力・操作ライン維持管理技術指導 

①研修場所 

・AICJ 坑外電気室、現場詰所、坑外作業場 

②研修内容 
・今後の負荷増加に対処する為の技術習得と技術レベル向上のため、変圧器を新規導入す

る際の選定に係る技術と、動力ケーブル購入時のケーブル選定に係る技術を指導した。 

 

    
写真 1.2-29 変圧器、ケーブル選定技術指導      
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・坑内電気機器の接地工事技術の習得と技術レベル向上のため、接地工事要領及び接地埋

設に関する技術を指導した。 

  
写真 1.2-30 電気機器接地工事技術指導 

 

6)ポンプ・局部扇風機維持管理技術指導 

① 研修場所 

・AICJ 坑外電気室、現場詰所、坑外作業場 

② 研修内容 

・フロートスイッチによる水中ポンプの自動運転技術の習得と、技術レベルを向上させる

ため、フロートスイッチを利用した小型ポンプ自動運転システム技術と、自動運転用電

気回路、及びスイッチ盤の作成技術等を指導するとともに、実際に現場に取付けた。 

     
写真 1.2-31 ポンプ自動運転用フロートスイッチ 

・フロートレスでのポンプ自動運転技術習得のため、フロートレスでの電気回路技術、フ

ロートレス動作機構等の技術を指導した。 

 
写真 1.2-32 フロートレスポンプ自動運単技術指導 
 

・大型ポンプの自動運転システム技術習得のため、パイプライン及び逆支弁等の構造、動 

作、電気回路等を指導した。 
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 写真 1.2-33 大形ポンプ自動運単技術指導 

 

・局部扇風機の電動機に関連した技術習得と技術レベル向上のため、局部扇風機電動機の

取替えやメンテナンス後の電動機運転時における、局扇用電動機の電流、温度等で電動

機を管理する技術を指導した。 

  

写真 1.2-34 局扇電動機管理技術指導 

  

                 図 1.2-7  局扇電動機運転時間経過に見る温度変化図 

 
・局扇管理技術習得と坑内で発生する各種ガスの危険性等の認識を向上させるため、局扇

を停止した上で、各種ガスの危険性とガス排除要領等の技術を指導した。 

 4KW 局扇電動機

10分 20分 30分 40分 60分50分

４５℃

４０℃

３５℃

５０℃

電動機センター

電動機反負荷側

70分 80分 90分 100分 110分 120分

電動機負荷側

時間

電動機
温度
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 写真 1.2-35 局扇停止時のガス排除技術指導 

  
 (4)  保安技術 

1) 坑内保安技術指導 

① 研修場所 

・坑外工場、事務所、AIC 坑、AICJ 坑 

②研修内容 

・保安教育を定期的に実施すること、及び作業場における環境整備、並びに斜坑における

転倒防止の重要性の理解を向上させるため、法定教育、再教育実施、及び工場周辺の整

理整頓、不要物焼却時の消火対策、並びに坑道側壁に転倒防止用ロープ布設の指導を行

った。 

 

      

写真 1.2-36 保安教育の指導           写真 1.2-37 転倒防止用手すりロープ布設 

 

・防塵マスク、防塵眼鏡等の保護具準備の必要性の理解を向上させるため、掘進作業員が

作業し易い防塵マスク、防塵眼鏡を購入し、適正在庫を事務所に常備しておくように指

導した。 

手すりロープ 
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写真 1.2-38 保護具準備の指導 

 

(5) 通気技術 

1) 通気管理技術指導 

① 研修場所 

・事務所、AIC 坑 B 層、C層坑内、坑外工場 

②  研修内容 

・主要扇風機の設置時期、設置場所の考慮点、及び強制通気による吸出し通気法の管理技

術を理解させるため、坑内密閉時期や電源準備等のスケジュール案作成の重要性を説

くとともに、設置箇所選定に当たってはハイウォールからの落石防止や雨水流入防止

を視野にいれるべきこと、強制扇風機は下盤より 1m 以上の高さに設置すること、また

風門は 5m 以上離して 2門設置して表面にシート張り、周囲は粘土とセメントで漏風防

止すると同時に、風門の風管通りもビニール等で十分覆い漏風・逆流をなくすように指

導した。 

 

 

写真 1.2-39 主要扇風機設置時期の指導 

・電気ポンプによるフライアッシュの流送方法、充填帯の構築法、及びフライアッシュミ

ルクの注入法を理解させるため、流送テスト、充填帯の構築、フライアッシュミルクの

注入法を指導した。 
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写真 1.2-40 流送充填帯構築の指導          写真 1.2-41 フライアッシュミルク注入の指導 

 

2) 通気網解析技術指導 

① 研修場所 

 ・事務所、AICJ 坑 

② 研修内容 

・通気回路網解析の基礎を理解させるため、風丸ソフトを使用し、通気回路網解析の基礎

的な演習及び通気圧測定法を指導した。 

      

写真 1.2-42  通気回路網解析の指導       写真 1.2-43 坑内通気圧測定法の指導 

 

 (6) 炭鉱開発技術 

1) 鉱山設計技術指導 

① 研修場所 

 ・AIC 坑、AICJ 坑坑内、坑外工場 

② 研修内容 

・急傾斜区域の開発、偽傾斜坑道の計算法についての理解を向上させるため、坑内設計に

係る留意点の他、炭層の真傾斜角度と坑道の偽傾斜角度、真傾斜坑道と偽傾斜坑道の角

度の関係式の計算法を指導した。 
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写真 1.2-44  急傾斜区域開発の指導        写真 1.2-45  偽傾斜坑道の計算法の指導 

 

 (7) 理解度確認試験、初期アンケート 

1)初期アンケート 

 初期アンケート内容を表 1.2-5 に示す。 

 

表 1.2-5  平成 30 年度西スマトラチームの初期アンケート表 

 
 

2)理解度確認試験 

各技術項目別の理解度を確認するため、先山以上の研修生を対象として、100 点満点中

80 点以上取ることを目標とし、理解度確認試験を 3回実施した。以下、表 1.2-6, 1.2-7, 

1.2-8 に理解度確認試験を示す。 

表 1.2-6  1 回目理解度確認試験内容 

技

術 

問    題 備考 

採

鉱 
問１．跡方ばらしで、跡方の直接天盤の必要崩落高さを計算せよ。 

   ただし、採掘切羽の山丈は２ｍ、直接天盤の岩石は頁岩とし、破砕率は１．６と

全問筆

記試験 
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技

術 

問    題 備考 

する。（60 点） 

 

問２．発破時の保安注意事項を 4つ記載せよ。 （各 10 点 合計 40 点） 

保

安 
問１．坑内炭鉱の保護具 6 つずつ記載せよ。 （各 10 点 合計 60 点） 

問２． 保安教育が必要な理由を２つ記載せよ。（各 20 点 合計 40 点） 

全問筆

記試験 

通

気 
問１．予備扇風機設置の必要理由を 3つ記載せよ。（各 20 点 合計 60 点） 

問２．急傾斜区域の開発において、通気管理する場合に考慮する事項を 2つ書け。 

（各 20 点 合計 40 点） 

全問筆

記試験 

炭

鉱

開

発 

問１．急傾斜の区域を開発する場合に考慮する事項を 4 つ記載せよ。（各 25 点 合計 100

点） 

問２． 保安教育が必要な理由を２つ記載せよ。（各 20 点 合計 40 点） 

全問筆

記試験 

運

搬 
問１．ベルト清掃装置の配置図を示している、各配置場所にクリーナー名を下の枠内か

ら選び番号を記入せよ。（各 10 点 50 点） 

 

１．回転ブラシ式クリーナー ２、固定式クリーナー ３．おもり式クリーナー 

4．固定式 V 型クリーナー ５．バネ式クリーナー  

問２．ベルトコンベアにおいてベルトの蛇行はベルトスリップやベルと切れの原因とな

りやすい。蛇行の原因と考えられる事項に対策(防止及び調整の方法)を下から選んで番

号を記入せよ。（各 5点 50 点） 

ベルトの片より原因                     

１）ベルトの接合時の芯狂い         (   ) 

２）ベルト耳部損傷による片伸び      （   ） 

３）トラフ性の不足            （   ） 

全問筆

記試験 
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技

術 

問    題 備考 

４）フレーム設置方法、調整不良      （   ） 

５）盤ぶくれによる芯狂い         （   ） 

６）ローラーの不適正           （   ） 

７）プーリー、ローラーにケーキ付着    （   ） 

８）積荷の片より             （   ） 

９）運搬物の大きさ、積荷の不均一     （   ） 

１０）テークアップの芯狂い        （   ） 

対策 

① ・シュートの改造、自動調心ローラーの取り付け 

② ・芯出し調整 

③ ・クリーナーの取り付け、ケーキ除去 

④ ・シュートの調整、 

⑤ ・適正状態に修正 

⑥ ・接合のやり直し 

⑦ ・据付再調整 

⑧ ・盤打ちし芯出し調整 

⑨ ・不良箇所の修理・取替え 

⑩ ・ローラーになじむまでならし運転する 

機

械 
問１．AICJ 炭鉱使用のホイストにワイヤーロープの巻取り画どのくらい巻き取れるか計

算して答えよ 

トンネル NO2 の 30 馬力ホイストに 16mm ワイヤーロープを６段巻いたら何メートル巻き

取れるか（各 25 点） 

AICJ 炭鉱３０馬力ホイストドラムの寸法を下記の条件とした場合 

Do ＝ドラムの直径          （600mm ） 

Ｂ＝ドラムの長さ           （375mm） 

ｄ＝使用ワイヤーロープ径     (16mm) 

問２．トンネル NO3 の 11ｋｗホイストに 16mm ワイヤーロープを６段巻いたら何メート

ル巻き取れるか（各 25 点） 

AICJ 炭鉱11.4ｋｗホイストドラムの寸法を下記の条件とした場合 

Do ＝ドラムの直径     （218mm） 

Ｂ＝ドラムの長さ      （ 300mm ） 

ｄ＝使用ワイヤーロープ径  (16mm ) 

問３.トンネルNO4の11ｋｗホイストに16mmワイヤーロープを6段巻いたら何メートル巻

き取れるか（各25点） 

AICJ 炭鉱11.4ｋｗホイストドラムの寸法を下記の条件とした場合 

Do ＝ドラムの直径     （218mm） 

Ｂ＝ドラムの長さ      （290mm） 

ｄ＝使用ワイヤーロープ径  (16mm) 

問４.トンネルNO1、11ｋｗホイストに14mmワイヤーロープを6段巻いたら何メートル巻

き取れるか（各25点） 

全問筆

記試験 
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技

術 

問    題 備考 

AICJ 炭鉱11.4ｋｗホイストドラムの寸法を下記の条件とした場合 

Do ＝ドラムの直径     （218mm） 

Ｂ＝ドラムの長さ      （290mm ） 

ｄ＝使用ワイヤーロープ径  (14mm) 

電

気 
問１．下記は、負荷に対して、現場の配電図の設計を行う場合の方法等に関連した事項

で、間違っているものを１つ選べ。 (10 点) 

① 電力の想定に関して、予定負荷の設備要領および運転状態に応じて、その区域の  

 小および 大電力を想定する。負荷増加が予想されるときには状況に応じて考慮する。 

② 変圧器の選定に関して、変圧器の容量、台数、据付位置について、需用電力、負荷の

設備要領および配置、坑道の状況、手持ちの変圧器を考慮して選定する。 

③ 低圧ケーブルの選定に関して、普通キャブタイヤケーブルが使用され、負荷電流、ケ

ーブルの安全電流、電圧降下、機械的強度等を考慮して、その種類および断面積を選ぶ。 

④ 配電線路の電圧降下の検討に関して、高圧ケーブル、変圧器、低圧ケーブルによる電

圧降下を検討し、配線図設計を行う。 

問２．下記は、坑内でのケーブル施設基準に関連した事項で、間違っているものを１つ

選べ。 (10 点) 

① 電線路の施設工事は落盤、人車、炭車、ホイストロープ、ベルト等による損傷を受け 

ない位置に施設すること。 

② 動力ケーブルとその他のケーブルは直接接触しないように離隔を取り吊架すること。 

原則として、上の段から動力以外のケーブルを吊架し、下の段を低圧、高圧と順次整然

と吊架すること。 

③ ケーブル接続函及び接続部にはケーブルに重量及び張力がかからないように余裕を

置き適当に支持をすること。 

④ ケーブルの施設には次の定める基準以下の半径を有するわん曲を作らないこと。  

○動力ケーブル・・・・自己直径の 5倍 

○その他ケーブル・・・自己直径の 10 倍 

問３．下記は、キャブタイヤケーブルの種類と特徴について述べたもので、間違ってい

るものを１つ選べ。 (10 点) 

① 天然ゴムキャブタイヤケーブルは、耐候性に強いが機械的に劣り延焼性がある。 

② クロロプレンキャブタイヤケーブルは、機械的特性・耐熱・耐油・耐薬品・耐摩耗性 

に優れている。 

③ ブチルゴム絶縁キャブタイヤケーブルは、機械的特性・耐熱・耐油・耐薬品・耐摩耗 

性に優れ電流容量、短絡定格を大きくできる。 

④ ビニールキャブタイヤケーブルは、耐油・耐燃性が優れている。 

問４．下記は、接地工事に関連した事項です、種類と抵抗値の正しいものを線で結びな

さい。 (各 10 点) 

全問筆

記試験 
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技

術 

問    題 備考 

 

問５．負荷 150ｋｗ、力率８０％での有効電力、無効電力、皮相電力を計算しなさい。 

(各 10 点) 

 

表 1.2-7  2 回目理解度確認試験内容 

技

術 

問    題 備

考 

採

鉱 

問１． 山丈 2m、壊れる前の直接天盤の密度を 2．5、壊れた後の密度を 1．8とした場合の直 

接天盤の盤圧を求めよ。  

ただし、下記式を使用せよ。（100 点） 

  ｈ ＝ m/（K―1）     ｈ：直接天盤の高さ m 

                  ｍ：山丈 m 

                  K：直接天盤の膨張ファクター 

  K ＝ 1 ＋ E         E：直接天盤の膨張率 

  E ＝ （γS―γK）/γK     γS：壊れる前の直接天盤の密度 ｔ/ｍ３ 

                  γK：壊れた後の直接天盤の密度 ｔ/ｍ３ 

  σｒ  ＝ ｈ・γS        σｒ ：直接天盤の盤圧 ｔ/ｍ2 

 

全

問

筆

記

試

験 

保

安 

問１．西スマトラ地区炭鉱において、今後使用を強化する必要がある保護具を 5 つ記載せよ。

（各 10 点 合計 50 点） 

全

問

 
接地⼯事の

種類 
接  地  抵  抗  値 

 
第 1 種 
接地⼯事 

変圧器の⾼圧側⼜は特別⾼圧側の電路の１線地絡電流のアンペア数で１５
０（変圧器の⾼圧側の電路と低圧側の電路との混触により低圧電路の対地電
圧が１５０V をこえた場合に 2 秒以内に⾃動的に⾼圧電路を遮断する装置
を設けるときは３００）を除した値に等しいオーム数 

第 2 種 
接地⼯事 

１０Ω 

第 3 種 
接地⼯事 

１０Ω（低圧電路において、当該電路に地気を⽣じた場合に０.５秒以内に⾃
動的に電路を遮断する装置を施設するときは、５００Ω） 

特別第 3 種 
接地⼯事 

１００Ω（低圧電路において、当該電路に地気を⽣じた場合に０.５秒以内に
⾃動的に電路を遮断する装置を施設するときは、５００Ω） 
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技

術 

問    題 備

考 

問２．西スマトラ地区炭鉱において実施が必要な保安教育を 5つ記載せよ。 

（各 10 点 合計 50 点） 

筆

記

試

験 

通

気 

問１．主要扇風機を設置する際に考慮する事項を 3つ記載せよ。 

（各 20 点 合計 60 点） 

問２．必要風量 2,000m3/分、負圧 250mmH2O の場合に必要な主要扇風機の動力を計算せよ。 

下記式を参考とすること。（40 点） 

  Ｗ ＝ Ｑ × Ｈ ÷ 102 

  Ｗ：扇風機の動力（kw） 

  Ｑ：風量（m3/sec） 

  Ｈ：負圧（mmH2O） 

全

問

筆

記

試

験 

炭

鉱

開

発 

問１．急傾斜区域の偽傾斜坑道の設計に関して、以下の計算問題をせよ。 

（各 50 点 合計 100 点） 

（１）図１を参考にして真傾斜が 40 度の炭層を 20 度の偽傾斜で掘進する際、偽傾斜の坑道向

きを計算せよ。 

  計算式は cosθ ＝ tanβ／tanα を使用せよ。 

  θ：偽傾斜の坑道向きの角度 

  α：炭層の真傾斜 

  β：偽傾斜坑道の傾斜 

 
図１ 

（２）図２を参考にして偽傾斜坑道の切羽面の炭層角度γを計算せよ。 

 
        図２ 

計算式は tanγ ＝ tanα× sinθ を使用せよ。 

全

問

筆

記

試

験 

運

搬 

問１．ロープの取替えおよび天地振り替え時の注意事項で正しいのに○を間違っているものに

×を付けよ。（各 10 点 100 点） 

1）(  )地巻直しの時ロープをドラムから解く場合はドラムに５巻以上残す。 

2）(  ）綱締め加重は規定函数の 1.5 倍以下とする。 

3）(   )コース元はワイヤロープで固定する。 

4）(   )函止めは門型の函止めが安全である。 

5）(   )綱締め加重は規定函数の 1.5 倍以上とする。 

6）(   )函止めは函が止まればいい状態だけで良い。 

7）(   )コース元はベッドに設けられた専用取り付け金具に固定る。 

8) (  )地巻直しの時ロープをドラムから解く場合はドラムに３巻以下残し作業を 

した。 

全

問

筆

記

試

験 
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技

術 

問    題 備

考 

9）(   )  作業前には作業手順の打ち合わせをした。 

10) (   )ロープの保存は湿気の多いところでもかまわない。 

 

機

械 
問 1.給水部の部品名を番号で記入せよ。（各 5点，計 25 点） 

 

① ホース取り付けパイプ 

② フロート固定アンカーロープ 

③ 給水ストレーナ 

④ ドラム缶（フロート用） 

⑤ フロート固定金具 

問 2.消火栓とは人が操作することによって火災を消火する設備であり基本的な構造の中から

5つ記入せよ。（各 5点 計 25 点） 

①                 

②                 

③                 

④                 

⑤                 

問 3.消火栓の使用方法注意点で正しいものに○印、間違っているものに×印で答えよ。 

（各 5点 計 50 点） 

① (  )あわてない、あせらない、まずは落ち着いて行動した。 

② (  ）屋外消火栓を１人で使用した。 

③ (    ) ノズルの保持は２で行うのが安全です 

④ (    )放水中はノズルを絶対はなさない事。 

⑤ (    )ホースがなるべく折れたり曲がったりしないように展開する。 

⑥ (   )放水はただの水なので灯油、電気火災に使用した。 

⑦ (  ）油火災に霧状に放水できるノズルを使用した。 

全

問

筆

記

試

験 

アンカーロープ

取⽔ホース、
パイプ

ドラム管フロート固定材

給⽔⼝、ストレナー
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技

術 

問    題 備

考 

⑧ (    )電気火災に放水すると感電する可能性がある。 

⑨ (    ) ノズルの保持は１人で行った。 

⑩ (    ) 屋外消火栓を３人で使用した。 

電

気 

問１．下記は、坑内通気の目的に関するものです、間違っているものを１つ選んでください。 

(10 点) 

① 坑内で働く鉱山労働者の呼吸に必要な量の新鮮な空気を供給する。 

② 坑内において発生する可燃性ガスを新鮮な空気で危険のない程度に薄めて、これを排除す

る。 

③ 人の呼吸、石炭の酸化坑木の腐朽、発破作業等によって発生する硫化水素ガス、その他有

害なガスを排除する。 

④ 坑内の空気は地熱、機械熱、その他の原因で熱せられており、また多湿の空気となってい

るので、冷却して作業に適する温度と湿度に調整し、作業環境を快適にする。 

問２．下記の扇風機に関して間違っているものを１つ選んでください。（１０点） 

① 主要扇風機は、坑内通気の大勢を制する通気に使用する扇風機で、通常排気坑口付近に設

ける。 

② 補助扇風機は、局部扇風機の負圧の一部を分担して坑内の全部又は一部の主要分流の風量

を増加させるために設けるものである。 

③ 局部扇風機は、主要扇風機の通気力の及ばない、末端の一本延び坑道の通気などに使用す

るもので、通常吹き込み式で風管を使用する。 

問３．下記は、局部扇風機に関することです、間違っているものを１つ選びなさい。（１０点） 

① 局部扇風機が運転を停止し、保安のため危険のおそれが多いときは、鉱山労働者を安全な

箇所に避難させてから当該箇所への送電を再開する。 

② 停電した時は、当該箇所の電動局部扇風機及びその他の電動機の開閉器を開くこと。 

③ 電動局部扇風機が運転を停止した後運転を再開する時は、可燃性ガスの測定をし、危険の

おそれがない時でなければ、運転を再開しないこと。 

④ 局部扇風機が運転を停止した後運転を再開した時は、可燃性ガスの測定をし、危険のおそ

れがない場合でなければ、当該区域へ送電し、又は鉱山労働者を就業させないこと。 

問４．下図は扇風機の羽根の形状です、下部の図と名称の正しいものを線で結びなさい。 

（各 10 点） 

      

 

 

 

 

ターボ型扇風機       シロッコ扇風機      直線型扇風機     

 

問５．下記は、扇風機の故障の種類と原因を記入したものです、正しいものを線で結びなさい。

（各 10 点） 

故障の種類  故障の原因 

全

問

筆

記

試

験 

・ ・ ・

・ ・ ・ 
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技

術 

問    題 備

考 

扇風機の内部より火花

がでて音する。 

 

 

・モーターの絶縁不良、又は

ベアリングの不良のためモ

ーターが過熱している。 

扇風機の周辺、又は風

管先からモーターの焼

ける臭いがする。 

・ケーシングが外力により変

形、又はベアリング不良によ

りケーシングとファンが接

触している。 

(直ちに運転を停止する)  

扇風機から音がしてケ

ーシングが振動してい

る。 

・ファンの一部が折損してア

ンバランス運転している。 

 

扇風機の内部よりうな

り音がしている。 

 

・ベアリング不良 

・ケーシングとモーターの固

定がゆるんでいる。 
 

 

表 1.2-8  3 回目理解度確認試験内容 

技

術 

問    題 備考 

採

鉱 

問１． 枠間が 100cm、許容曲げ応力が 90ｋｇ/cm2の場合、天盤の状態は中くらい、取扱い

やすさから木の直径は 25cm とした場合の木梁の長さを求めよ。 

ただし、下記の式を使用すること。  （100 点） 

 
ｄ ＝ 0．117 × L × （ a ÷ σ ）１／３  

ｄ： 木梁の直径 cm 

   L： 木梁の長さ cm 

   a： 木枠の枠間 cm 

   σ： 木の許容曲げ応力 ｋｇ/cm2 

全問

筆記

試験 

保 問１．罹災者が発生した場合に、早急な対応が必要な症状を 5 つあげ、その各応急処置を 全問

・ 
・              ・ 

・ ・ 

・        ・ 

・ 

・              ・ 
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技

術 

問    題 備考 

安 記載せよ。（各 10 点 合計 100 点） 

        症状                           応急処置 

筆記

試験 

通

気 

問１．理論的に 大爆発する際のメタンガス濃度を計算せよ。 

なお、空気中の酸素濃度は２１％とし、可燃性ガスはメタンガスと酸素と窒素のみとし、下

記の化学反応を起こすとする。（60 点） 

   CH４  ＋ ２O２  ＝  CO２  ＋ ２H２O 

問２．坑内係員として坑内巡回時の通気に係る点検ポイントを 4つ記載せよ。 

（各 10 点 合計 40 点） 

全問

筆記

試験 

炭

鉱

開

発 

問１． 急傾斜区域の開発を実施するに当たり、炭鉱２において導入が必要な技術を 5つ、

その理由と共に記載せよ。（各 10 点 合計 100 点） 

       技術                          理由 

全問

筆記

試験 

運

搬 
問１．底開き炭車の底扉の図である、各矢印の指してある名称を書け。（各 5点 計 50 点） 

 
 

 

全問

筆記

試験 

炭⾞本体フレーム

底板取り付けブラケッ

シャフト受けブッシュ

底扉⽤シャフト
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技

術 

問    題 備考 

 
問２．ボギー車の長所を５つ書け。（各 5 点 計 25 点） 

①  

②  

③  

④  

⑤  

問３ 車輪軸受けについて（ ）に番号を入れよ。（各 5点 計 25 点） 

①車輪軸受けはボス、腕、外輪とからなり、外輪は（  ）と（  ）からなっている。 

②固定車輪とは、（   ）され、一体となって回転するもので、車軸は車台に取り付け

られた軸受の中で回転する。 

③可動車輪とは（   ）され車輪のみが回転する。    

④可動車輪は（   ）を通過し易い。 

（1.車軸が車台に固定  2.小半径の曲線軌道  3.輪縁（フランジ） 

4.車輪と車軸が固定  5.踏み面（トレッド）） 

機

械 
問１．排水管内のつまりになる付着物を 5つ書け（各 10 点 計 50 点） 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

問２．ピグ挿入走行作業の必要準備事項を 5つ書け（各 10 点 計５50 点） 

1.                   

2.                   

3.                  

4. 

5. 

全問

筆記

試験 

底開き扉

ベアリング⼊
りローラー

底扉開閉シャフト加⼯品

開閉レバー
フック装置
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技

術 

問    題 備考 

電

気 
問１．下記は、ポンプの保守・点検に関する記述です、間違っているものを１つ選びなさ

い。(10 点) 

  ① ポンプの保守・点検は、ポンプ取扱いの指導を受けた人が実施し、電気配線に関す

る作業は、電気資格の有資格者が実施する。 

② ポンプより異音がしていたが、揚水状態は良好であったのでそのまま運転を続け 

た。 

③ キャブタイヤケーブルを持って、ポンプを吊り下げたりしない。 

④ ポンプの絶縁抵抗が 1ＭΩ以下での運転はしない。 

問２．下記は、ポンプの工事に関する事項です、間違っているものを１つ選びなさい。 

(10 点) 

  ① 揚水用配水管は、吐出径と同径以上のものを使用し、配管抵抗ができるだけ少なく

なるような配管をする。 

② 配管吐出口を水面下に潜没させた場合は、ポンプが停止した際、サイフォン現象に

より逆流するので、逆止弁を取り付ける。 

③ キャブタイヤケーブルの接続端子を電源に接続する場合は必ず回転方向を確認す

る。回転方向を反対にするのは、3線共つなぎ替える。 

④ 結線を間違えて逆回転させると、異音を発すると共に、揚水量が少なくなり、故 

障の原因になる。 

問３．下記は、ポンプの日常の点検に関する項目です、間違っているものを１つ選びなさ

い。(10点) 

  ① 定期的に絶縁抵抗を測定し、急激な絶縁低下のあった時は、電動機の点検を行う。 

② ポンプ運転時には、振動・騒音・過電流等の点検をする。 

③ キャブタイヤケーブルでポンプを吊り下げても、張力はあまり無かったので、その

まま吊り下げたまま運転した。 

④ 摺動部の錆付き・異物の堆積を防止するため、長期間ポンプを運転しない場合は、

定期的な運転(1 ヶ月に 1回位)を行う。 

問４．下記はポンプの出力に関する事項です、間違っているものを１つ選びなさい。(10点) 

  ① 水中ポンプ出力(KW)は分かりやすく例えると水中ポンプのパワーになる。 

② 出力(kw)の値が大きければ大きいほど水を送り出す力が強くなる。 

③ 出力が大きいと水中ポンプが送り出す水の量(吐出量)や送り出せる高さ(揚程高さ)

が大きくなる。 

④ 吐出量と揚程高さの関係は反比例に近い関係にあり、どちらか一方が増えるとど

ちらとも増える。 

問５．下記は、ポンプの故障に関連した事項です、各故障の原因を下記より選んで番号を記

入しなさい。（各 10点） 

  ①ポンプが起動しない原因は？ 

   （   ）  （   ）  （   ） 

  ②ポンプの性能低下（揚水不良）の原因は？ 

   （   ）  （   ）  （   ） 

原因 

全問

筆記

試験 
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技

術 

問    題 備考 

(1)ストレーナの目詰まり   (2)配線の接触不良及び断線   (3)羽根車の磨耗  

(4)電源電線の接続・接触不良   (5)配管の不良  (6)電源ヒューズが切れている 

(7) 空気を吸い込んでいる   (8)電源電圧が少し低い 

 

 

(8) 近隣炭鉱従業員等研修指導 

1) 1 回目 

① 研修場所 

 ・AICJ 炭鉱、ETUUM 

② 日時 

 ・12 月 3 日 

③ カリキュラム 

表 1.2-9  1 回目近隣炭鉱従業員等研修カリキュラム 

時 間 教 育 内 容 通訳 

 8：00～ 9：00 

諸準備 

開講式挨拶 

・ETUUM インドラ所長 

・メンバー紹介、スケジュール説明 

ユリ 

 9：00～ 10：00(野村) 

危険予知 

発破技術 

主要扇風機・風門の設置 

ユリ 

10：10～10：50(尾上) 底開き式炭車の製作 ロミナルディ 

11：00～11：40(宮岡) 消費電力と力率 ロミナルディ 

13：00～16：00（野村、宮岡、尾上） AICJ 坑で現場指導（移動等を含む） ユリ、ロミナルディ 

16：00～16：40（野村、宮岡、尾上） 質疑応答 ユリ 

16：40～16：45 
閉講式挨拶 

・ETUUM インドラ所長 
ユリ 

 

④ 受講者人数 

 ・33 名 

表 1.2-10  1 回目近隣炭鉱従業員等研修参加者名簿 

番号 名前 機関・会社名 役職名 

1.  Hardiyanto, A.Md 

ハルディヤント 

AICJ 炭鉱 安全管理者 

2.  Jerry Anugrah Pratama, A.Md 

ジェリ アヌグラフ プラタマ 

AICJ 炭鉱 安全管理者 

3.  Feri Andika 

フェリ アンディカ 

パダン工業技術大学 大学生 

4.  M. Gusti Drisantoso 

グストリ ドリサントソ 

パダン工業技術大学 大学生 
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番号 名前 機関・会社名 役職名 

5.  Novrianto 

ノブリアント 

パダン工業技術大学 大学生 

6.  Dilla Hasanah 

ディラ ハサナフ 

パダン工業技術大学 大学生 

7.  Elva Yurita 

エルヴァ ユリタ 

パダン工業技術大学 大学生 

8.  Reska Dwi Putri 

レスカ ドウィ プットリ 

パダン工業技術大学 大学生 

9.  Ando Saputra 

アンド サプットラ 

パダン工業技術大学 大学生 

10.  Ahmad Alaudin Fazz 

アフマッド アラウディン ファッズ 

パダン工業技術大学 大学生 

11.  Ari Nur Amr 

アリ ヌル アッム 

パダン工業技術大学 大学生 

12.  Adek Kurniawan Putra 

アデック クルニアワン プットラ 

パダン工業技術大学 大学生 

13.  Alfi Sabri 

アルフィ サッブリ 

パダン工業技術大学 大学生 

14.  Aprilian Susanto 

アップリアン スサント 

パダン大学 大学生 

15.  Dinda Apriko Harli 

ディンダ アップリコ ハルリ 

パダン大学 大学生 

16.  Fenny Aulia Gustin 

フェンニ アウリア グスティン 

パダン大学 大学生 

17.  Jumarinda 

ジュマリンダ 

パダン大学 大学生 

18.  Muhamad Iqbal 

ムハマッド イックバル 

パダン大学 大学生 

19.  Suryadi Putra 

スルヤディ プットラ 

パダン大学 大学生 

20.  Denny Prananda 

デンニ プラナンダ 

パダン大学 大学生 

21.  M. Aditya Faisal 

アディティヤ ファイサル 

パダン大学 大学生 

22.  Muhammad Deno Akbar 

ムハッマド デノ アックバル 

パダン大学 大学生 

23.  Tantri Maharani 

タントリ マハラニ 

サワルント市地域社会短期大学 大学生 

24.  Indah Permata Sari 

インダフ ペルマタ サリ 

サワルント市地域社会短期大学 大学生 
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番号 名前 機関・会社名 役職名 

25.  Diva Kristi 

ディヴァ クリスティ 

サワルント市地域社会短期大学 大学生 

26.  Cintya Akgria 

チンティア アクグリア 

サワルント市地域社会短期大学 大学生 

27.  Sisi Lestari 

シシ レスタリ 

サワルント市地域社会短期大学 大学生 

28.  Yunika Anggraini 

ユニカ アングライニ 

サワルント市地域社会短期大学 大学生 

29.  Syarif Hidayattullah 

シャリフ ヒダヤッツラフ 

サワルント市地域社会短期大学 大学生 

30.  Charles Candra Leo 

チャルレス チャンドラ レオ 

サワルント市地域社会短期大学 大学生 

31.  Yulinar Indah S.R.P 

ユリナル インダフ 

サワルント市地域社会短期大学 大学生 

32.  M. Asraf Fakhri 

アスラフ ファクリ 

サワルント市地域社会短期大学 大学生 

33.  Gio Pranata 

ギオ プラナタ 

サワルント市地域社会短期大学 大学生 

 

⑤ 開会挨拶 

・インドラ ETUUM 所長の開会挨拶 

 JOGMEC と HRDCGMC、MMR、AICJ 炭鉱の協力により本研修事業ができることに感謝する。 

 研修生は日本人技術者から知識を吸収し、坑内堀炭鉱に関する技術知識を増やしてほし

い。 

 

⑥研修内容 

・近隣炭鉱従業員・公務員に対して保安技術、採鉱技術、通気技術の知識を向上させるた

め、錯覚・危険予知、発破技術及び天井当付け技術のポイント、主要扇風機及び風門の

設置等を指導した。 

・近隣炭鉱従業員・公務員に対して日本の炭鉱技術の知識を向上させるとともに、電気技

術知識の理解と知識を向上させる為、日本の炭鉱紹介と電気技術(消費電力と力率)を

指導した。 

・底開き炭車製作と機能を指導し現場で底開き炭車の実稼動を見学させ、運搬効率に有効

な炭車であることを指導した。 
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写真 1.2-46  採鉱関係技術の座学指導           写真 1.2-47  運搬技術の座学指導 

   

写真 1.2-48   電気技術の座学指導              写真 1.2-49  AICJ 炭鉱坑内の現場指導  

 

⑦質疑応答 

質問：坑内で爆発事故が発生した際の対処はどうするのか。 

回答：情報収集し、救護隊入坑、関係各所へ連絡する。 

質問：現在底開き式炭車は 1台だが増やす考えはないのか。 

回答：若干の改造をして 2台目を早急に製作する。 

質問：メタンガス濃度の低下方法を教えてほしい。 

回答：十分な通気量を送風することである。 

質問：湧水箇所でポンプ揚水以外の対策はあるか。 

回答：ボーリングしてセメント注入する。 

質問：メタンガスの適切な測定回数は何回か。 

回答：鉱山保安法では 1作業時間内に 低 2回測定するが、多く測定したほうがよい。 

質問：本日入坑した AICJ 坑には風門がなかった理由は何か。 

回答：現在は主要扇風機を設置する前の段階で風管通気しているので、風門設置の必要

はない。近々主要扇風機を設置するので、そうなれば手前の目貫に風門を設置す

る。 

質問：鉄製の枕木は火花がでるので危険ではないのか。 

回答：枕木は木かコンクリートがよい。 

質問：地震が発生しても坑内は大丈夫か。 

回答：坑内は周囲に岩盤があり、地表よりはるかに揺れは小さい。ただし、周囲の岩盤

に亀裂が入り、湧水、ガスが増加することはある。 
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質問：風管先の遠近の影響はないのか。 

  回答：鉱山保安法で 7m 以内と決められているが、近すぎると粉じんが舞い上がり作業

しにくい。 

質問：盤膨れの対策を教えてほしい。 

  回答：ピックによる盤打ち。 

質問：AICJ 坑は、吹込み通気で粉じんが舞い、温度も上がると思うがどうか。 

  回答：吸出し式の主要扇風機を近々設置するので、吹込み式の通気ではなくなる。 

質問：AICJ 坑の当付けが悪い箇所はどうするのか。 

  回答：ステップバイステップで改善していく。 

質問：坑内にテルテールを設置し、集中監視室で監視するのはどうか。 

  回答：現場巡回を強化し、成木折れ、枠の変形等の変化をチェックすることがより重要 

である。 

 

⑧閉会挨拶 

 ・インドラ ETUUM 所長の閉会挨拶 

JOGMEC、HRDCGMC、MMR、AICJ 炭鉱の協力により研修が無事終わり感謝している。多く

の質問が出て、非常に有意義な研修ができたと思う。 

 

2) 2 回目 

① 研修場所 

 ・ETUUM、AICJ 炭鉱 

② 日時 

 ・2 月 4日 

 ③ カリキュラム 

表 1.2-11 2 回目近隣炭鉱従業員等研修カリキュラム 

時 間 教 育 内 容 通訳 

 8：00～ 8：15 
開講式挨拶 

・ETUUM ジャカ課長 
ユリ 

8:15～9:00（ETUUM デスリザル講

師） 
インドネシアの鉱山保安法  

 9：10～ 10：00(野村) 保護具着装、工具等の取扱い、通気改善技術 ユリ 

10：15～10：45(尾上) 底開き式炭車の改造技術 ロミナルディ 

11：00～11：45(宮岡) 電力量の改善技術 ロミナルディ 

13：00～16：20（野村、宮岡、尾

上） 
AICJ 坑で現場指導（移動等を含む） 

ユリ、ロミナルデ

ィ 

16：20～16：40（野村、宮岡、尾

上） 
質疑応答 ユリ 

16：40～16：45 
閉講式挨拶 

・ETUUM ジャカ課長 
ユリ 
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④ 受講者人数 

 ・30 名 

表 1.2-12  2 回目近隣炭鉱従業員等研修参加者名簿 

番号 名前 機関・会社名 役職名 

1 Syaiful Anwar 

シャイフル アンヌワル 

AICJ 炭鉱 

アライド・インド・コール・ジャヤ炭鉱 
 

2 Harry Setiawan 

ハッリ セティアワン 

AICJ 炭鉱 

アライド・インド・コール・ジャヤ炭鉱 
 

3 Jamaan 

ジャマアン 

PT. BA 

オンビリン炭鉱 
 

4 Hary Setiawan 

ハリ セティアワン 

PT. Tahiti Coal 

タヒディ炭鉱 
 

5 Yuni Andrisman 

ユニ アンドリスマン 

PT. Miyor 

ミヨル炭鉱 
 

6 Ririen Soraya Kamiko 

リリン ソラヤ カミコ 

CV. BMK 

BMK 炭鉱 
 

7 Depit Wiguna 

デピット ウィグナ 

PT. NAL 

NAL 炭鉱 
 

8 Azizi Rizki Ananda 

アジジ リズキ アナンダ 
サワルント市地域社会短期大学 大学生 

9 Witta Kansa Vioreta 

ウィッタ カンサ ヴィオレタ 
サワルント市地域社会短期大学 大学生 

10 Aliffya Chatdrin 

アリッファ チャットドリン 
サワルント市地域社会短期大学 大学生 

11 Citta Dena Neraz Saputri 

チッタ デナ ネラズ サプトリ 
サワルント市地域社会短期大学 大学生 

12 Rora Febri Ningshy 

ロラ フェブリ ニンシ 
サワルント市地域社会短期大学 大学生 

13 Ivo Ningsih Saputri 

イボ ニンシ サプトリ 
サワルント市地域社会短期大学 大学生 

14 Tettri Dwi N 

テットリ ドウィ エヌ 
サワルント市地域社会短期大学 大学生 

15 Jihan Marises Erda 

ジハン マリセス エルダ 
サワルント市地域社会短期大学 大学生 

16 Tri Wiko Wandra 

トリ ウィコ ワンドラ 
サワルント市地域社会短期大学 大学生 

17 Alvin Pradinata 

アルビン プラディナタ 
サワルント市地域社会短期大学 大学生 

18 Yohan Wahyudi 

ヨハン ワユディ 
公務員  

19 Syafta Saputra 公務員  
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番号 名前 機関・会社名 役職名 

シャフタ サプトラ 

20 Andini 

アンディニ 
公務員  

21 Lathiva Gusna Diva 

ラティヴァ グスナ ディヴァ 
公務員  

22 Defrizal Ramadhani 

デフリザル ラマダニ 
公務員  

23 Eka Suhatta Sukma 

エカ スハッタ スクマ 
公務員  

24 David Basri Agustavio 

ダビッド バスリ アグスタビオ 
公務員  

25 Pran Sinarta 

プラン シナルタ 
公務員  

26 Noval Satria 

ノバル サトリア 
パダン大学 大学生 

27 M. Arifnandi Rivai 

アリフナンディ リバイ 
パダン大学 大学生 

28 Indra Syamsi 

インドラ シャムシ 
サワルント市労働局  

29 Ronny Wibowo 

ロニ ウィボヲ 
シカラン村事務秘書  

30 Rafi Junaifi 

ラフィ ジュナイフィ 
サワルント市環境局  

 

 

⑤ 開会挨拶 

・ジャカ ETUUM 課長の開会挨拶 

  質問をどんどんして知識を増やしてほしい。 

  自分の職場でその知識を広めてほしい。 

  現場研修は危険なので、付き添い係員の指示に従うように。 

 

⑥ 研修内容 

・近隣炭鉱従業員・公務員に対して通気、保安、採鉱技術の知識を向上させるため、炭じ

ん爆発防止、保護具の種類、坑内工具の取扱法等を指導した。 

・近隣炭鉱従業員・公務員に対して電気技術の知識を向上させるため、電力量の改善に関

する技術等を指導した。 

・底開き炭車改造技術の知識の向上を目的に製作工程、底扉の開閉装置について指導し

た。 
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写真 1.2-47  採鉱関係技術の座学指導           写真 1.2-48  機械技術の座学指導 

  

写真 1.2-49   電気技術の座学指導              写真 1.2-50  AICJ 炭鉱坑内の現場指導 

 

⑦ 質疑応答 

質問：防塵マスクや耳栓等の保護具着装を強化する方法を教えてほしい。 

回答：教育、再教育が大事で、会社は保護具を常に準備し、巡回時に着装のチェックをす

る。 

質問：日本人にもっと教育してほしい。 

回答：機会があれば、広く教育したい。 

質問：当付け成木の半割れは広い面を下側にすると座学研修で話があったが、現場をチェ

ックしたが、かならずしもそうなっていない箇所があるのはなぜか。 

回答：成木の安定性を考えれば、広い面を下側にするのが原則だが、現場は自然が相手で

あり、状況により変える場合もある。 

質問：坑道断面の大きさの基準は。 

 回答：その坑道の使用目的と使用期間を考えて決める。 

質問：ホイストの合図はベルが有効か。 

 回答：有効だが、音だけでなく、照明、マイク、スピーカーも有効である。 

質問：底開き式炭車を見られなかったのはなぜか。 

 回答：今日の巡回コースに含まれていなかった。 

質問：露天掘りと坑内掘りの爆薬、雷管の違いは何か。 

 回答：坑内ではメタンガス、炭じんへの着火防止のため、消炎剤が爆薬に混入されている。 

    雷管の段数も起爆完了時間が一定時間内に完了するようになっている。 
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質問：岩粉の散布方法と成分はを教えてほしい。 

 回答：防塵マスクを装着して、手で散布する。 

    成分は珪酸分のない石灰（一酸化カルシュウム）である。 

質問：落盤災害の対策を教えてほしい。 

 回答：常に当たり付けを強化し、落盤災害を起こさないことが第一であるが、発生した場

合に備えて必要材料は置き場を決めて確保し、また、二次災害に注意しながら慎重

に落盤箇所の当付け補修を行うことが大事である。 

 

⑧ 閉会挨拶 

・ジャカ課長の閉会挨拶 

研修が無事終わり感謝している。 

今日の成果を今後生かしてほしい。 

 

(9) 研修実績一覧（表 1.2-11 西スマトラチーム） 

研修項目 細目 内容 期間 受講者 

人数 

採

鉱 

技

術 

採鉱技術 採炭技術 ・採炭時の跡方崩落の重要性と地圧計算法 10/9～12/12 8 

沿層掘進技

術 

・発破時のガス対策、噴霧シャワーと水タンパ使

用 

・断層箇所の施枠と木枠坑道の保坑 

9/20～10/12 

 

11/6～2/8 

15 

 

27 

運 

搬 

技 

術 

運搬技術 運搬設備改

良、管理技術 

・炭車フレームを改良して底開き炭車改良、炭車

設備の構造、炭車の定期検査要領 

9/19～2/12 37 

 

大型直巻ホ

イスト維持

管理技術、 

・大型ホイスト管理、ロープと道中車の管理、ブ

レーキ点検、 

 

9/17～2/11 

 

28 

 

コンベアの

管理技術 

・駆動部設置、終端ローラー枠製作、フレーム配

置駆動部点検注意事項、緊張装置、逆転防止の構

造などのメンテナンスの技術 

10/5～1/7 29 

機

電

技

術 

機械技術 排水、圧気、

散水ライン

の維持管理

技術 

・排水、散水ラインの給水口製作、パイプライン

の設置と管理、排水ライン管理、ポンプの能力 

9/25～2/7 84 

コンプレッ

サーの維持

管理技術 

・圧縮機の構造、圧縮機の種類、圧縮の行程、圧

縮装置の毎日と定期点検、機器の点検項目点検方

法及び処置 

11/29～2/1 5 

電気技術 主要扇風機

管理技術 

・主要扇風機 55kw,75kw 扇風機の移設及び新設作 

 業 

・主要扇風機とガス警報器についてのインターロ

ック 

9/8～2/5 31 

 

電気機器設

置設計技術 

・力率改善進相コンデンサ設置後の結果から見た

改善及び対策 

・力率改善進相コンデンサ盤のリアクトルを使用

しての新規作成 

・ベルトコンベアの新設作業及び保安装置  

9/18～2/12 73 

 

電気設備動

力・操作ライ

ン維持管理

技術 

・電力と電流と考慮した変圧器の選定 

・各所坑道展開をふまえた動力ケーブルの選定 

・坑内電気機器の接地工事及び接地線取付け 

10/10～2/8 36 

 

ﾎﾟﾝﾌﾟ・局部 ・フロートスイッチを利用した水中ポンプの自動 11/14～2/7 40 
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研修項目 細目 内容 期間 受講者 

人数 

扇風機維持

管理技術 

運転技術、フロートレスでのポンプ自動運転技

術、大型ポンプの自動運転システム 

・局部扇風機電動機の電流、温度管理 

保

安

技

術 

保安技術 

 

坑内保安技

術 

・定期的保安教育 

 

 

・保護具着装強化と環境整備 

9/26～1/30 

 

 

9/24～2/12 

41 

 

 

28 

通

気

技

術 

通気技術 通気管理技

術 

・主要扇風機及び強制扇風機の設置と管理法 

・流送充填法 

9/19～1/9 

9/17～2/11 

50 

53 

通気網解析 ・通気回路網解析等の演習 12/5～1/8 3 

炭

鉱

開

発

技

術 

炭鉱開発

技術 

鉱山設計技

術 

・急傾斜区域及び奥部区域の開発 9/28～2/8 30 

近

隣

炭

鉱

従

業

員

等

研

修

指

導 

通気技術 通気技術 ・主要扇風機・風門の設置 

・炭じん爆破防止 

12/3 

2/4 

33 

30 

採鉱技術 掘進技術 ・発破・雷管、天井当付け 

・工具の取り扱い 

12/3 

2/4 

33 

30 

保安技術 保安技術 ・危険予知、疾病 

・保護具の種類 

12/3 

2/4 

33 

30 

運搬技術 炭鉱運搬設

備技術 

・底開き炭車製作と機能 12/3 33 

機械技術 炭鉱機械設

備技術 

・底開き炭車改造 2/4 30 

電気技術 ・電気技術 ・日本の炭鉱概要 

・消費電力と力率 

・電力量の改善 

12/3 

 

2/4 

33 

 

30 

 

1.2.3 研修結果 

現状、優先して解決すべき課題は保安・生産を向上することで、目標の生産量を達成す

るためには新区域の開発、新たな施設の設置、既存施設を有効活用する必要があり、管理者と

従業員への指導が必要である。また、今年度から新たに坑口を開坑してしており、安全に作業

するよう指導等を実施し以下の研修結果となった。 

(1)AICJ 炭鉱の延べ 933 人の職員に対して現地指導を行った。 

(2)近隣地域の公務員、炭鉱職員を対象に、AICJ 炭鉱における取組を紹介するセミナー

を 2回開催し、1回目 33 名、2回目 30 名が参加した。 

(3)今年度の坑内掘生産量は過去 高の 43,455 ﾄﾝとなり、昨年度と比較して 150％の生

産量となった。 

(4)理解度試験の結果は、平均 94.8 点となり、当初目標としていた 80 点を大きく上回

ったことから、AICJ 職員の知識向上に繋がっていることが明確となった。 
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1.3 選炭環境保安普技術普及・促進チーム 

 今年度、研修内容について、HRDCGMC と打合せた主な内容は次の通りであった。 

① HRDCGMC が指定する研修箇所で研修を実施する。 

② 研修回数 10 回、研修箇所 10 箇所を目標とする。過去に研修したことが無い大学 3

校を含める。 

③ 昨年度の研修結果及び今年度の各大学との協議内容を踏まえて、研修内容の改善に

努める。 

④ インドネシアの炭鉱実情を取り入れてインドネシア密着型の内容を目指す。 

⑤ HRDCGMC 講師によるインドネシア鉱山保安法の改正内容に関する講義取り入れるこ

とで、研修を通じて、改正鉱山保安法の内容を普及させる。 

⑥ 研修工程・内容について、HRDCGMC と連絡を密に取る。研修毎に報告書を作成し、

提出する。 

 

 
 

1.3.1 研修箇所別事業実績 

HRDCGMC から指定された１０箇所の大学及び関連機関を訪問し、以下項目について研修指

導を実施。 

 ＜保安技術＞ 

    重大災害防止技術指導 

(坑内火災防止技術、ガス炭じん爆発防止技術、自然発火防止技術) 

災害事例教育指導 

通気保安技術 

    通気技術指導 

   炭鉱開発技術 

 ＜選炭技術＞ 

   選炭工場管理技術 

   石炭品質管理技術 

   排水管理技術 

研修の初めにアンケートを実施し、研修生のバックグランドを知ることにより、研修内容

の調整を図った。研修終了時には理解度確認試験を実施し、研修生の理解度を把握した。ま

た同時に 終アンケートを実施し、研修への評価を把握し、以後の研修に反映した。 更に、

1 保安研修（ﾊﾟﾀﾞﾝ工業技術大学） 9月17日 9月20日
学生・講

師
40 坑内掘り炭鉱保安教育

2 保安研修（ｼﾞｬﾝﾋﾞ大学） 9月25日 9月27日
学生・講

師
40 坑内掘り炭鉱保安教育

3 保安研修（ｱｶﾐｶﾞｽ高等専門学校） 10月8日 10月11日
学生・講

師
40 坑内掘り炭鉱保安教育

4 保安研修（シャークアラ大学） 11月5日 11月7日
学生・講

師
40 坑内掘り炭鉱保安教育

5 保安研修（ﾄﾘｻｸﾃｨ大学） 11月12日 11月15日
学生・講

師
40 坑内掘り炭鉱保安教育

6 保安研修（ﾗﾝﾌﾞﾝﾏﾝｸﾗｯﾄ大学） 11月26日 11月28日
学生・講

師
40 坑内掘り炭鉱保安教育

7 保安研修（ﾊﾞﾝﾄﾞﾝｲｽﾗﾑ大学） 12月10日 12月13日
学生・講

師
40 坑内掘り炭鉱保安教育

8 保安研修(ﾊﾟﾗﾝｶﾗﾔ大学) 1月14日 1月17日
学生・講

師
40 坑内掘り炭鉱保安教育

9
保安研修（UPNﾍﾞﾃﾗﾝ･ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ大
学）

1月28日 1月31日
学生・講

師
40 坑内掘り炭鉱保安教育

10
保安研修（ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀﾅｼｮﾅﾙ技術大
学）

2月6日 2月8日
学生・講

師
40 坑内掘り炭鉱保安教育

※ 黒字が第1回派遣予定期間、青字第2回派遣予定期間、赤字は第3回派遣予定期間中計画

11月 12月

2018年　研修実施計画(案10回)

研修実施日（予定
日）

研修対象
者部署 1月 2月

研修期間
番号 研修内容

9月 10月

研修対象
者人数

研修内容



 

110 

研修先へのアンケートを実施し、当研修に期待することも調査を実施した。 

各研修場所における初期アンケート、研修カリキュラム、 終アンケート結果及び理解度

確認試験結果を示す。 

 

（１） 西スマトラ州パダン工業技術大学保安研修 

1) 期間： 平成 30 年 9 月 17 日(月)～9月 20 日(木) 8：00～16：00（4 日間） 

2) 場所： パダン工業技術大学鉱山学科 

3) 研修生：鉱山学科第 5学期 36 名、第 7学期 3名、第 11 学期 1名及び講師 2名。（イ

ンドネシアの大学制度では、半年間を 1学期としている。第 7学期は 4年生

に相当する。）男子 27 名、女子 15 名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山の採掘方法 41 97.6% 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 サワルントの坑内掘り鉱山研修センター（ＥＴＵＵＭ） 39 92.9% 

2 無し 3 7.1% 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 9月 17 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 
開講式、指導員及び研修生紹介、研修カリキュラム説明初期アンケート、

池島炭鉱概要 

 9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

15：00～16：00 鉱山の経済性評価 

研修第 2日目 9月 18 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 坑内採掘保安技術 

 9：00～ 10：00 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 坑内通気知識：通気技術 

研修第 3日目 9月 19 日(水) 



 

111 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気観測技術 

 9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

研修第 4日目 9月 20 日(木) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

 9：00～ 10：00 危険予知訓練と指差呼称(ヒューマンエラー防止と災害防止) 

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 終アンケート、閉講式 

 

5) 終アンケート結果： 

全 27 の質問項目のうち、質問 1～20 については、講義を受講しての満足度を 5

段階評価にて回答を求めた。また、質問 21～27 については、選択肢方式で回答を

求めた。結果概要を以下に示す。 

※質問 1～20：『質問 1 池島炭鉱概要、質問 2 坑内採掘保安技術、質問 3 インドネシア法規：鉱山保

安法について、質問 4 坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験、質問

5 鉱山の経済性評、質問 6 通気技術、質問 7 通気観測技術、質問 8 通気網解析技術、

質問 9 坑内火災防止技術、質問 10 図上退避訓練、質問 11 自然発火防止技術、質問 12 

ガス炭塵爆発災害事例、質問 13 危険予知訓練と指差呼称、質問 14 災害事例、質問 15 

選炭技術、質問 16 石炭品質技術、質問 17 理解度確認試験、質問 18 研修時間、質問

19 テキストの内容、質問 20 教室での座学研修』 
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図 1.3-1 終アンケート結果(パダン工業技術大学) 

 

『質問 21 本研修で もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「全部」が 19 名と多く、次に「通気技術」10 名であった。 

表 1.3-1 21：本研修で もためになった科目(パダン工業技術大学) 

科目（複数回答） 回答数 

全部 19 

通気技術 10 

通気網解析技術 6 

選炭技術 6 

自然発火防止技術 5 

坑内採掘保安技術 4 

ガス炭塵爆発災害事例 4 

坑内火災防止技術 3 

危険予知訓練と指差呼称 3 

石炭品質技術 3 

通気観測技術 2 

災害事例 2 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 1 

 

『質問 22 本研修であまりためにならなかった科目』については、鉱山の経済

性評価」2名、「危険予知訓練と指差呼称」2名、「選炭技術」1名及び「石炭品質

管理技術」1名であった。 

『質問 23 本研修に追加したい科目』については、「発破技術」などの要望があ

った。 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

池島炭鉱概要

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

坑内採掘保安技術

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

パダン工業技術大学保安研修
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表 1.3-2 23：本研修に追加したい科目(パダン工業技術大学) 

科目（複数回答） 回答数 

発破技術 7 

ボーリング技術 4 

坑内掘り炭鉱の支保技術 2 

鉱山用のソフト 2 

地下水 1 

岩粉についての知識をもっと詳しく 1 

金属鉱山 1 

坑内排水と管理方法 1 

 

『質問 24 ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、ために

なった」との回答が 92.9％であった。 

 

『質問 25 研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 95.2％であった。 

 

『質問 26 今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 183.3％との

回答であった。 

 

『質問 27 自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「役に立つ知識を教えてくれて、ありがとうございます。」等のお礼が も多か

った。 

表 1.3-3 27：自由に要望等記入(パダン工業技術大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 
研修時間を延ばして、実技を多くして欲しい。どうもありがとうございます。 

1 

研修回数・継続につ

いて 

我がキャンパスのパダン工業技術大学に是非来てください。 

4 

我がキャンパスと日本国のＪＯＧＭＥＣの協力がますます深まることを期待してい

ます。今後とも宜しくお願いします。 

パダン工業技術大学に是非来てください。どうもうありがとうございます。 

この研修は非常に役に立つますので、継続的にやって欲しい。 

その他希望 

職場で活かせる様に期待しています。 

7 

この研修は、坑内掘り炭鉱において保安第一を重視した作業手順を鉱山作業員に与

えることができる。 

４日間の研修で、私はたくさん新しい知識を習得できた。 

良い研修。 

この研修は良くて面白いですが、はっきり見えないテキストが一部あった。 
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科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

この活動は坑内掘り炭鉱についての視野を広げて、とても役にたつと思っている。 

取得した知識が職場で大いに活用されるよう願っております。 

習得した知識は、学生たち全員の役に立つことを期待しています。 

研修内容について 

一部、はっきり見えないビデオがあった。 

5 

非常に役に立つ研修です。 

以前、分からなかったことを知ることができて、とても嬉しく思っています 

実施した研修は深い印象を残して、大事な情報がいっぱい、非常に役にたつ研修だ

と思っている。 

この研修は非常に役に立つ研修ですので、職場で大活躍すると思っている 

講義方法について 

出来れば、休憩する前に、質疑応答があったほうがいい。 

6 

次回の研修があれば、研修生たちのやる気を引き出すために、授業中に軽いゲーム

があったほうがいい。 

質疑応答を多くして欲しい。 

優しくて、愛想がいい指導員です。役に立ち、楽しい研修だったと思っている。研

修資料は面白かった。 

提案：眠気に襲われないように、もっと元気に説明して欲しい 

機械・設備を説明する時、ついでに、機械・設備の取り扱いのビデオも見せていた

だきたい。 

お礼 

この研修に参加できたので、嬉しく思っています。 

13 

役にたつ知識を教えてくれて、ありがとうございます。 

指導員は優しくて、記念品としての小銭をもらったので、ありがとうございます。 

日本の指導員の皆様、知識を教えてくれて、まことにありがとうございます。 

この研修を実施したＪＯＧＭＥＣに感謝いたします。それのおかげで、私の知識が

増えてきた 

我々のためになる知識を教えてくれて、どうもありがとうございます。 

優しい指導員たちで、すぐに学生たちと仲良くになってきたので、ありがとうござ

います 

役に立つ知識を教えてくれて、本当にありがとうございます。 

日本のＭＭＲ指導員たちに感謝いたします。 

ＪＯＧＭＥＣにありがとうございました。 

役立つ知識を教えてくれた先生方に感謝いたします。ありがとうございます。 

たくさん知識を教えてくれた日本の指導員たちに感謝いたします。本当にありがと

うございます。 

我々の役に立つ知識を教えてくれたことに感謝いたします。 

 

6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 
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図 1.3-2 理解度確認試験結果(パダン工業技術大学) 

 

7) その他： 

私達の学校は今年も事業に参加できるチャンスが与えられ、HRDCGMC の関係者の

皆様方や日本政府の JOGMEC の皆様方に本当に感謝。(エコ・エルビル大学長:開講

式挨拶) 

卒業後の仕事に、この研修で習ったことはきっと役に立つと確信。(ニザールディ・ジャ

ルヌス学校法人監査役：開講式挨拶) 

 

（２） ジャンビ州ジャンビ大学保安研修 

1) 期間： 平成 30 年 9 月 25 日(火)～9月 27 日(木) 8：00～16：00（3 日間） 

2) 場所： ジャンビ大学鉱山学科 

3) 研修生：鉱山学科第 9 学期生 13 名、鉱山学科第 7 学期生 12 名、鉱山学科第 5 学期

生 9名及び講師等 6名の合計 40 名。男子 27 名、女子 13 名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り炭鉱の知識 29 72.5% 

2 通気技術 19 47.5% 

3 支保技術 19 47.5% 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』 

NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 サワルントのＥＴＵＵＭで２０１７年７月に坑内掘り鉱山技術 1 2.5% 

2 バンドン工科大学の２０１８年４月に、坑内掘り鉱山のセミナー 3 7.5% 

3 無し 36 90.0% 
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4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 9月 25 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 
開講式、指導員及び研修生紹介、研修カリキュラム説明初期アンケー

ト、池島炭鉱概要 

 9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

14：00～15：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

15：00～16：00 鉱山の経済性評価 

研修第 2日目 9月 26 日(水) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術、通気観測技術 

 9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

研修第 3日目 9月 27 日(木) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

 9：00～ 10：00 危険予知訓練と指差呼称(ヒューマンエラー防止と災害防止) 

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 終アンケート、閉講式 

 

5) 終アンケート結果： 
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図 1.3-3 終アンケート結果(ジャンビ大学) 

 

『質問 20 本研修で もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「全部」及び「通気網解析技術」12 名であった。 

表 1.3-4 20：本研修で もためになった科目(ジャンビ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

全部 12 

通気網解析技術 12 

坑内火災防止技術 8 

通気技術 7 

図上退避訓練 7 

ガス炭塵爆発災害事例 6 

危険予知訓練と指差呼称 6 

通気観測技術 5 

自然発火防止技術 5 

選炭技術 3 

石炭品質技術 3 

鉱山の経済性評価 3 

災害事例 2 

池島炭鉱概要 1 

インドネシア法規：鉱山保安法について 1 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 1 
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『質問 21 本研修であまりためにならなかった科目』については、インドネシ

ア法規：鉱山保安法について」2名、「坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑

内掘り炭鉱経験」1名であった。 

 

『質問 22 本研修に追加したい科目』については、「排水技術」などの要望があ

った。 

表 1.3-5 22：本研修に追加したい科目(ジャンビ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

排水技術 4 

発破技術 2 

坑内掘り鉱山の探査技術 2 

支保技術 2 

CBM (Coal Bed Methane) 2 

坑内掘り炭鉱の作業手順 1 

岩盤工学 1 

施枠技術科 1 

長壁式採炭技術と 柱房式採炭法の科目 1 

埋め立て技術 1 

地盤沈下の詳しい説明 1 

UCG (underground coal gas) 1 

実際の職場で保安管理の適用 1 

 

『質問 23 ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ために

なった」との回答が 90.0％であった。 

 

『質問 24 研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 90.0％であった。 

 

『質問 25 今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 175.2％との

回答であった。 

 

『質問 26 自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「出来れば、研修時間を延ばして欲しい。」等の研修時間への要望等があった。 

表 1.3-6 26：自由に要望等記入(ジャンビ大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

出来れば、研修時間を延ばして欲しい。 

6 
研修時間を延ばして欲しい。 

今回の研修は短いため、研修日数を増やしてほしい。 

研修期間をもっと長くしてほしい。 
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科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修期間を長くしてほしい。 

この研修は大学生にとって興味深い研修で、自分の坑内掘り技術の知識を向上させる

ことができる研修です。研修期間において、5日間または 6日間は 適だと思いま

す。 

研修回数・継続に

ついて 

来年もこういう研修をまたやって欲しい。 

5 

我がキャンパスに是非また来てください。 

今後も、ジャンビ大学の鉱山学科でこんな研修を実施して欲しい 

沢山の技術を指導してくれてありがとうございます。本研修はジャンビ大学で定期的

に行われることを願っております。ありがとうございます。 

またジャンビ大学に来てください。 

その他希望 

インドネシアの学生たちの視野を広げて能力を向上できるため、インドネシアで研修

が頻繁に実施されることを期待しています。 

6 

この研修に興味をもった。大好きな研修。いつか、また色んな知識を与えに来られる

ように願っています 

すごい。 

いつかまたジャンビ大学に来て会えることができるよう願っています。 

また来てください。日本でお会いできることを祈ります。 

これからも、JOGMEC とジャンビ大学の鉱山学部が協力出来ることを期待する 

研修内容について 

実技時間を長くして欲しい。 

6 

我々がインドネシアの職場で取得した知識を適用できるように、保安適用に関する科

目を追加して欲しい。 

教材ビデオを新しいのがあれば、ぜひ新しいもの（ 新の情報にアップデートされた

もの）に変えてください。 

もっと坑内掘り技術について詳しい話を聞きたい。 

もっと新しい教材ビデオがあれば 高です。 

教材のビデオは古そうなので、新しい情報や技術を取り入れた内容のビデオに更新し

てほしい。 

講義方法について 

分かりやすい実技を含めて 新的なビデオを見せて欲しい。 

6 

実習（ソフトの操作や機械装置の操作）の時間を増やしてほしい。 

指導員は経験が豊富で、説明も詳しい。 

研修は楽しい、またわかりやすい。内容的にも役に立つ科目ですので、非常に良かっ

たです。 

説明の時に、もっと詳しく教えて欲しい。そうすると、実技がうまく進むと思ってい

る。 

ビデオを見せると共に、資料を説明することは理解しやすくて、暖かい研修雰囲気だ

った。 

お礼 
いつまでも元気で、幸せで、成功するよう祈っています 

3 
いつまでも頑張って研修を実施してください。 
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科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

親切に知識共有いただき、ありがとうございます。これからより多くの人への研修指

導を頑張ってください。またいつか会えることを祈っています。 

 

6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-4 理解度確認試験結果(ジャンビ大学) 

 

7) その他： 

この研修を通して、参加者である学生や講師はもっと坑内掘炭鉱の技術を知り、

学ぶ事ができる。本当に良い機会なので、大いに自分の知識向上に努めることを期

待。 (ダムリス科学技術学部長挨拶：開講式) 

この研修は初めての開催だが、今回で終わることなく、将来にわたって、この研

修の実施を希望。(ワヒュディ鉱山工学科長挨拶：開講式) 
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（３） 南スマトラ州アカミガス高等専門学校保安研修 

1) 期間： 平成 30 年 10 月 8 日(月)～10 月 11 日(木) 8：00～16：00（4 日間） 

2) 場所： アカミガス高等専門学校 

3) 研修生：採炭工学科第 3学期 52 名。男子 40 名、女子 12 名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山の知識 45 86.5％ 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』 

NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 無し 52 100.0% 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 10 月 8 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 
開講式、指導員及び研修生紹介、研修カリキュラム説明初期アンケー

ト、池島炭鉱概要 

 9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

15：00～16：00 鉱山の経済性評価 

研修第 2日目 10 月 9 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 坑内採掘保安技術 

 9：00～ 10：00 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 坑内通気知識：通気技術 

研修第 3日目 10 月 10 日(水) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気観測技術 

 9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 
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時 間 教 育 内 容 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

研修第 4日目 10 月 11 日(木) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

 9：00～ 10：00 危険予知訓練と指差呼称(ヒューマンエラー防止と災害防止) 

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 終アンケート、閉講式 

 

5) 終アンケート結果： 

 

図 1.3-5 終アンケート結果(アカミガス高等専門学校) 

 

『質問 21 本研修で もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「全部」が 26 名と多かった。 

 

表 1.3-7 21：本研修で もためになった科目(アカミガス高等専門学校) 

科目（複数回答） 回答数 

全部 26 

通気網解析技術 21 

通気技術 14 
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科目（複数回答） 回答数 

坑内採掘保安技術 13 

通気観測技術 12 

ガス炭塵爆発災害事例 11 

坑内火災防止技術 11 

自然発火防止技術 10 

図上退避訓練 9 

災害事例 7 

選炭技術 7 

インドネシア法規：鉱山保安法について 6 

危険予知訓練と指差呼称 6 

石炭品質技術 5 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 4 

鉱山の経済性評価 1 

池島炭鉱概要 1 

 

『質問 22 本研修であまりためにならなかった科目』については、「鉱山経済性

評価」が 1名及び「ガス炭塵爆発災害事例」が 1名であった。 

 

『質問 23 本研修に追加したい科目』については、「坑内掘りの坑内発破技術」

などの要望があった。 

表 1.3-8 23：本研修に追加したい科目(アカミガス高等専門学校) 

科目（複数回答） 回答数 

坑内掘りの発破技術 9 

新ソフトの紹介 4 

埋め立て技術 2 

新規坑内炭鉱開発 2 

掘進技術の理論 1 

現場実技 1 

鉱山酸水 1 

選炭で使った水の利用 1 

坑内掘り鉱山用の重機 1 

インドネシアで坑内炭鉱開発技術を導入方法 1 

露天掘り技術 1 

支保技術 1 

 

『質問 24 ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ために

なった」との回答が 96.2％であった。 

 

『質問 25 研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 98.1％であった。 
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『質問 26 今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 279.7％との

回答であった。 

 

質問 27 自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「４日間の研修を実施してくれてありがとうございます。」等の研修実施への

感謝が も多かった。 

表 1.3-9 27：自由に要望等記入(アカミガス高等専門学校) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 研修日数を増やしてほしい。 1 

研修回数・継続に

ついて 

我々の知識がふえるように、研修を頻繁に実施して欲しい 

12 

来年もまたパレンバン・アカミガスに来てください。 

来年も是非又来てください。又研修をやって欲しい。 

役に立つ研修に参加できたことに対して、私は心より感謝いたします。来年もまたやっ

て欲しい。ありがとう。 

指導してくれてありがとうございます。また今後も研修に来こることを期待する。 

来年、アカミガスでまた研修を行ってもらうことが出来るように願っております。 

これからも、アカミガスに来てくださいますように願っております。 

今後、後輩にも指導してくれることを願っております。 

指導員はある程度のインドネシア語ができるので、 高です。 

指導員の皆さんに感謝します。また、研修がずっと継続されるようにお願いしたい。 

来年また研修を実施してください。 

日本人指導員からたくさんのことを学んだ。 

その他希望 

我がキャンパスに来てくれて、嬉しく思っている。貴重な研修を通じて、私の知識がた

くさん増え、視野が広がった。 

8 

この研修は石炭鉱山学科の学生たちに大きく貢献するので、非常によかった。研修に参

加し、我々は日本の色んな採炭法を知ることができた。 

授業中、お祈り時間に入ったら、一時的に止めて、お祈りする時間をください。 

授業中、お祈り時間に入ったら、一時的に止めて欲しい。 

指導員から教わった技術は役に立ちますので、頑張ってください。 

学生の意欲を誘うために、指導員は小さなプレゼントを準備し、授業に活発に参加した

場合にプレゼントをあげる。 

この研修で自分の知識が向上した。 

この研修を通じて日本とインドネシアの関係がますます親密になることを期待します。 

研修内容について 

より理解を深めるように、実技科目を増やしてほしい。 

5 皆さんが教えられた技術は我々にとって非常に役に立ちます。 

本研修では、分かりやすく坑内技術を指導しており、研修を受けることにより知識を深
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科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

めることができる。 

実技の科目をもっと多くしてください。 

研修資料がとても良くて、役に立つ。将来、坑内掘り炭鉱と露天掘り鉱山で適用できる

と思っている。 

講義方法について 

眠くて、退屈しないように、この研修は実技を多くしたほうがいい。 

7 

研修に関するすべてにおいて時間通り進めてもらい。説明が分かりやすい。 

提案として、対話式方法が欲しい。 

学生を居眠りさせないようにビデオ放送を増やしてほしい。 

研修内容をより面白く、積極的に教え、伝えるように工夫して頑張ってください。 

指導員が講義をする時に、まじめな・真剣な姿勢だと学生は退屈して眠たくなる。こう

なった場合に、学生参加型（学生に意見を聞いたり、問題を出したりするなど）の教え

方に変えた方が良いと思います。 

科目の種類または内容をもっとたくさん盛り込んでください。講義は時間制限があり

ますので、重要なポイントだけを学生に教えてもかまわない。 

お礼 

研修を実施してくれた日本の指導員たちに感謝いたします 

19 

４日間の研修を実施してくれてありがとうございます 

ありがとうございました。 

皆さん元気で、また会いましょう。 

我々にたくさん知識を教えてくれたＭＭＲ指導員に感謝いたします。 

色んな知識を教えてくれて、ありがとう。 

指導員，ＨＲＤＣＧＭＣの方、通訳たちにありがとう御座います。 

豊富な経験を持つ技術者から研修を受けることができ感謝します。 

ありがとうございます。 

坑内炭鉱保安技術研修を通じて 我々学生は坑内掘り炭鉱技術の知識を深めることが

できるので感謝します。 

研修に指導してくれてありがとうございます。非常にためになる研修です。 

研修を実施した指導員に感謝いたします。知識が多くの人に役に立つように願ってお

ります。 

知識を与えてくださって、ありがとう。 

非常に良かった。私たちにとって役に立つ技術。指導員と通訳皆さんに感謝します。 

指導してくれてありがとうございます。またインドネシアに来て下さい。 

研修を行ってくださった皆さんに感謝します。本研修は非常に役に立ちものである。満

足です。 

皆さんに感謝します。 

この研修に参加できて、嬉しかった。先生、色んな知識を教えてくれて、ありがとうご

ざいます。 

パレンバン・アカミガスの学生たちに知識を教えてくれた指導員と通訳に感謝いたし

ます。またお会いして、他の知識を教えてくれることを願っております 
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6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-6 理解度確認試験結果(アカミガス高等専門学校) 

 

7) その他： 

本研修は日本とインドネシアの政府間事業で、特に坑内掘り炭鉱技術を教えて

いる。日本は高度な坑内掘り技術を持っていて、この技術移転事業を通じてインド

ネシアの技術者を育成し、将来のインドネシアの石炭開発に重要な役割を担って

いる。(ダリウス・アグン HRDCGMC 代表挨拶：開講式) 

 本研修は、私達の学生に重要な知識を与える。指導員の知識や経験は彼らの知

識向上につながって、将来の仕事にきっと役に立つ。(アミリザ・ミアルティ大学

長:開講式) 

 

（４） バンダ・アチェ州シャークアラ大学保安研修 

1) 期間： 平成 30 年 11 月 5 日(月)～11 月 7 日(水) 8：00～16：00（3 日間） 

2) 場所： シャークアラ大学 

3) 研修生：鉱山学科第 7学期生 20 名、鉱山学科第 5学期生 6名、鉱山学科第 9学期生

1名、卒業生 3名及び講師等 10 名の合計 40 名。男子 26 名、女子 14 名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山の採掘法 14 35.0% 

2 坑内掘り炭鉱の知識 4 10.0% 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

アカミガス高等専門学校平均
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NO 項目 複数回答 全体中％ 

3 石炭に関する知識 3 7.5% 

4 坑内通気 2 5.0% 

5 坑内掘りの坑道維持 1 2.5% 

6 坑内掘り鉱山の設備 1 2.5% 

7 鉱物を管理する知識 1 2.5% 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』     

NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 サワルント、２０１６年１１月に坑内掘り鉱山の研修 1 2.5% 

2 坑内掘り鉱山についてのセミナー 1 2.5% 

3 無し 38 95.0% 

 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 11 月 5 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 
開講式、指導員及び研修生紹介、研修カリキュラム説明初期アンケート、

池島炭鉱概要 

 9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

14：00～15：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

15：00～16：00 鉱山の経済性評価 

 

研修第 2日目 11 月 6 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術、通気観測技術 

 9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

 

研修第 3日目 11 月 7 日(水) 
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時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

 9：00～ 10：00 危険予知訓練と指差呼称(ヒューマンエラー防止と災害防止) 

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 終アンケート、閉講式 

 

 

5) 終アンケート結果： 

 

図 1.3-7 終アンケート結果(シャークアラ大学) 

 

『質問 20 本研修で もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気網解析技術」23 名であった。 

表 1.3-10 20：本研修で もためになった科目(シャークアラ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気網解析技術 23 

通気技術 16 

坑内火災防止技術 16 

図上退避訓練 16 

選炭技術 15 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

池島炭鉱概要

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

シャークアラ大学保安研修
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科目（複数回答） 回答数 

通気観測技術 14 

ガス炭塵爆発災害事例 14 

自然発火防止技術 12 

危険予知訓練と指差呼称 12 

災害事例 11 

鉱山の経済性評価 9 

石炭品質技術 8 

全部 6 

池島炭鉱概要 5 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 5 

インドネシア法規：鉱山保安法について 3 

 

『質問 21 本研修であまりためにならなかった科目』については、「インドネシ

ア法規：鉱山保安法について」1名、「無し」34 名、「無回答」が 5名であった。 

 

『質問 22 本研修に追加したい科目』については、「支保技術」、「坑内掘りの機

械設備」、「色んな(詳細な)採掘方法」などの要望があった。 

表 1.3-11 22：本研修に追加したい科目(シャークアラ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

支保技術 3 

坑内掘りの機械設備 3 

色んな(詳細な)採掘方法 3 

坑内掘り炭鉱の埋め立て 2 

坑内掘り鉱山の計画、設計、評価 2 

坑内掘り炭鉱の現場見学・実習 2 

出水防止 2 

発破技術 2 

坑内の保安装置 2 

新的な坑内掘り炭鉱の保安技術 1 

坑内掘り鉱山の酸性水 1 

鉱山救急法 1 

褐炭アップグレード 1 

集中監視の技術 1 

火災・有害ガスより避ける方法 1 

露天掘りの技術 1 

ヨーロッパ、米国、オーストラリアの鉱山の比較 1 

通気設備の設置シミュレーション 1 

新のビデオ 1 

詳しい経済性評価計算例の追加 1 
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『質問 23 ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ために

なった」との回答が 92.5％であった。 

 

『質問 24 研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 95.0％であった。 

 

『質問 25 今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 168.5％との

回答であった。 

 

『質問 26 自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「現場でやったほうが良い。」等の講義方法についての要望等があった。 

表 1.3-12 26：自由に要望等記入(シャークアラ大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 案としては研修時間を１週間に延ばして欲しい。 6 

研修を３日間以上やって欲しい。 

研修時間を延ばしてください。 

研修期間は一週間行ったほうがいい。 

研修時間を延ばして欲しい。 

知識をもっと得るために、研修期間を延ばして欲しい。 

研修回数・継続に

ついて 

シャークアラ大学に是非また来てください。我々はバンダ・アチェで待っています。 7 

役に立つ研修ですので、ＪＯＧＭＥＣには別の研修も頻繁に実施して欲しい。 

今後とも、研修をやって欲しい。 

研修は現場見学も含めて、頻繁に実施して欲しい。 

こういう研修をシャークアラ大学で継続的に実施されることを期待しています。 

是非また我がキャンパスに来てください。 

この研修活動はとても大事なので、継続的にやって欲しい。 

その他希望 シャークアラ大学の鉱山学科と日本との間に、直接な協力関係があるように期待して

います 

8 

私が思ったことはこの研修が学生たちと先生方に役に立つ研修で、ここで、参加者は

坑内掘り炭鉱の色んな知識、多くの危険性を知ることができたので、非常に満足で

す。 

指導員たちはインドネシア語を勉強することが望ましい。 

学生たちにも日本の実際の炭鉱で研修に参加させていただきたい。 

指導員はインドネシア語が話せるようになることを願っております。 

賞品がたくさんあれば、もっと面白いと思う。 

出来れば、測風器 1 台をシャークアラ大学の鉱山学科に寄付して欲しい。 
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科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

ＪＯＧＭＥＣとシャークアラ大学の協力関係がますます深まるように祈っています。

そして、学生としての我々は関係がある鉱山会社で働けるまたは別の研修に参加でき

るようなりことを希望する。 

研修内容について ソフトを多くして欲しい。 6 

新しいビデオがあったほうがいい 

坑内でよく使われる（機械、保安装置など）研修設備がもっと揃って欲しい。 

風丸ソフトのショート・カットの開発が必要。 

救護隊を待っている間の救急法の研修が必要と思う。 

出来れば、 新的なビデオが欲しい。私の知っている限り、現在、 新的な鉱山設

備、機械、採掘法を使ったビデオがあると聞いている。 

講義方法について 資料をもっと詳しく教えて欲しい。 11 

風丸ソフトの実技と坑内火災防止及び災害事例の科目は特別な研修で実施して欲し

い。 

風丸ソフトの実技は出来れば、丸一日やって欲しい。 

風丸ソフトの実技は出来れば、丸一日行って欲しい。そうすると、学生たちの理解度

がもっと向上すると思っている。 

学生たちがもっと真剣で、一所懸命になるように、指導員は研修雰囲気を読めなけれ

ばならない。 

指導員は、対話式の教え方ができていた。 

出来れば、我々にも直接に現場見学させていただきたい 

授業の中に、たまに軽いクイズがあればよいと思う。 

資料の説明は良かったです。只、研修雰囲気がもっとダイナミックになるために、対

話式の教え方が必要。 

現場でやったほうが良い。 

座学で習得した知識を揃うため、研修にもサワルントまたはオンビリン炭鉱の現場見

学させていただければいいと思う。 

お礼 ありがとうございます 3 

シャークアラ大学に来てくれて、本当にありがとうございます。今後とも、宜しくお

願いします。 

どうも ありがとう御座います。 

 

6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 
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図 1.3-8 理解度確認試験結果(シャークアラ大学) 

7) その他： 

この研修は我々の学生、卒業生、及び講師にとって貴重なチャンス。この研修が

問題なく実施でき、また参加者にとってたくさんの知識が学べる研修になること

を期待。(イスカンダル副学部長挨拶：開講式) 

この研修は、内容的にも私たちにとって重要なものであり、将来、特に、私たち

が炭鉱で働くことになれば、とても役に立つ。(ポンナ・アガム・ムトゥア研修生

代表挨拶:閉講式) 

 

（５） ジャカルタ特別州トリサクティ大学保安研修 

1) 期間： 平成 30 年 11 月 12 日(月)～11 月 15 日(木) 8：00～16：00（4 日間） 

2) 場所： トリサクティ大学鉱山学科 

3) 研修生：鉱山学科第 5学期 23 名、第 7学期生 22 名、第 11 学期 1名及び第 13 学期 1

名の合計 47 名。男子 30 名、女子 17 名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内通気 24 51.1% 

2 採掘法 23 48.9% 

3 坑内設備 1 2.1% 

4 岩盤工学 1 2.1% 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 無し 47 100.0% 

 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 11 月 12 日(月) 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

シャークアラ大学



 

133 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 
開講式、指導員及び研修生紹介、研修カリキュラム説明初期アンケート、

池島炭鉱概要 

 9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

 

研修第 2日目 11 月 13 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術 

 9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気観測技術 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

14：00～15：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

15：00～16：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

 

研修第 3日目 11 月 14 日(水) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 坑内採掘保安技術 

 9：00～ 10：00 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

 

研修第 4日目 11 月 15 日(木) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

 9：00～ 10：00 危険予知訓練と指差呼称(ヒューマンエラー防止と災害防止) 

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 
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時 間 教 育 内 容 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 終アンケート、閉講式 

 

5) 終アンケート結果： 

 
図 1.3-9 終アンケート結果(トリサクティ大学) 

 

『質問 21 本研修で もためになった科目（複数回答を可とした。）』について

は、「通気網解析技術」が 22 名と多かった。 

表 1.3-13 21：本研修で もためになった科目(トリサクティ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気網解析技術 22 

通気技術 17 

ガス炭塵爆発災害事例 15 

通気観測技術 14 

図上退避訓練 14 

坑内採掘保安技術 13 

選炭技術 13 

坑内火災防止技術 12 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 11 

石炭品質技術 11 

全部 11 

自然発火防止技術 10 
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2.00

3.00

4.00

5.00

池島炭鉱概要

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

坑内採掘保安技術

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

トリサクティ大学保安研修
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科目（複数回答） 回答数 

危険予知訓練と指差呼称 9 

災害事例 9 

鉱山の経済性評価 7 

インドネシア法規：鉱山保安法について 6 

池島炭鉱概要 4 

『質問 22 本研修であまりためにならなかった科目』については、「インドネシア

法規：鉱山保安法について」が 6、「鉱山経済性評価」5名、「池島炭鉱概要」2名、

「坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験」1 名、「自然発火防

止技術」1名、「坑内採掘保安技術」1名、「ガス炭塵爆発災害事例」1名、「危険予

知訓練と指差呼称」1名、「災害事例」1名及び「選炭技術」が 1名であった。 

 

『質問 23 本研修に追加したい科目』については、「発破技術」、「ボーリング技

術」などの要望があった。 

 

表 1.3-14 23：本研修に追加したい科目(トリサクティ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

発破技術 4 

ボーリング技術 4 

岩盤工学 3 

坑内の支保技術（計算を含める） 2 

風丸ソフト以外の鉱山でよく使われるソフト 2 

詳細な坑道掘進技術、海底坑内炭鉱開発技術 2 

生産操業の計算 1 

ロックボルト据え付け間隔の計算の仕方 1 

鉱山歴史 1 

環境影響の分析 1 

堆積岩について技術 1 

地盤工学ソフト 1 

採鉱計画ソフト 1 

どこでも適用できる新しいエネルギーの利用性 1 

石炭利用性について日本・インドネシアの技術の比較 1 

石炭坑内掘り炭鉱と他の鉱物坑内掘り炭鉱を技術比較 1 

企業の社会的に責任 1 

坑内排水 1 

坑内掘り鉱物鉱山 1 

鉱物鉱山（露天掘り）の技術 1 

崩落のシミュレーション 1 

VENTSIM という通気シミュレーションのソフト 1 

 

『質問 24 ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ために
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なった」との回答が 85.1％であった。 

 

『質問 25 研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 85.1％であった。 

 

『質問 26 今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 203.8％との

回答であった。 

 

『質問 27 自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「風丸ソフトの時間を延ばして欲しい。」等の講義方法についての要望が も多

かった。 

 

表 1.3-15 27：自由に要望等記入(トリサクティ大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 研修時間が長かった。 5 

研修開始時間は、早すぎる。 

研修全体の期間が短いと思います。期間を長くして実技・実習をもっとたくさん盛り込

んでください。 

研修全体の時間を長くしてほしい。 

一日の研修時間を減らして日数が増えて欲しい。 

研修回数・継続につ

いて 

トリサクティ大学で１年間に３回研修を行って欲しい 8 

この研修活動は継続的に続いて欲しい。 

指導員は炭鉱の経験をきちんと教えてくれたので、再び教えて欲しい。 

この研修活動は学生たちの能力を向上できたので、非常に良い研修である。提案は頻繁

にやって欲しい。 

研修活動は非常に良かった、是非また我がキャンパスに来てください。 

回数を増やしてほしい。 

トリィサクチィ大学で今後の研修を期待する。 

この研修をまた実施してほしい。 

その他希望 教室の温度は集中力を低下させるので、寒すぎてはいけない。寒すぎたので、トイレに

行った研修生たちは結構多い。 

8 

人に伝えられる経験が一番興味深い 

キャンパスで得ていた知識もこの研修によく出た。 

鉱山学生としての我々に多くの知識を教えられるように期待している。 

次回の研修があれば、もっと分かりやすい教え方にしてもらいたいことと、配った資料

は全部説明して欲しい。 

本研修を受けることが出来てうれしいです。学んだ技術も役に立ち、ためになりまし

た。このような研修を増やしてほしい。 

先生の皆さんはいつも元気であることと、また会えるように願っております。 
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科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修期間中、時間厳守やマナーを守らず、お詫び申し上げます。 

研修内容について 操業している炭鉱の新しいビデオを見せたほうがいい。 4 

鉱山専門用語がたくさんあったので、たまに勘違いするところもあったと思っていま

す。 

新の坑内炭鉱技術の研修を行うことを期待する。 

違うテーマの研修も実施してほしい、例えば鉱物鉱山の露天掘り採掘方法（オープン・

ピット、オープン・キャスト、クオリーなど）。 

講義方法について 参加者たちは日本語が話せれば、知識がもっと多く増えると思っている。勘違いがある

かもしれない。 

19 

単調にならないように、各授業の中に、軽いゲームが必要。そして、学生たちのやる気

がもっと出るためには、賞品を多くして欲しい。 

教室に於いてパワーポイントを読んで説明することにこだわらない。 

ソフトの研修時間を増やしてほしい。 

実技をもっとたくさんしてほしい。 

座学と実技の割合が同程度となるように実技時間を増やしてほしい。 

風丸の講義の説明をもっとゆっくりしてほしい。 

風丸ソフトの時間が延ばして欲しい。 

講義の合間に日本のゲームなどをしていただけたら面白いと思います。 

指導員と通訳者が同調する必要がある。 

要らない科目を減らして、軽いゲームが必要。 

指導員は教える際にできれば学生との対話を取りながら講義をしてほしい。ずっと指

導員が一方的に話をすると退屈や眠たくなる場合がある。 

もっと理解できるためには、質疑応答時間が欲しい。 

対話式の教え方をして欲しい。 

指導員の教え方が良かった。 

しっかり準備されて、研修日程を設定すされ、役に立つ研修である。 

研修に参加してよかったです。学校の講義よりもこの研修の講義の方がわかりやすい。 

災害事例には、練習問題が必要。 

出来れば、風丸ソフトの研修時間が延びて欲しい。 

お礼 指導員がいつも元気であるよう、ありがとう 6 

頑張って、ありがとうございます。 

後に指導員の皆さん、そして通訳皆さんありがとうございます。 

ありがとうございます。 

ありがとう。 

頑張って、ありがとうございます。 

 

6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 
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図 1.3-10 理解度確認試験結果(トリサクティ大学) 

 

7) その他： 

時間を守るというのはルールを守る一つの例。保安技術をこの研修で学ぶが、保

安を守るのは、ルールを守ることと同じ。(ムハマド・ブルハムディン・ヌル地球・

エネルギー工学副学部長：開講式) 

この研修で、勉強したものは、現時点では役に立つと認識されていないと思うか

もしれないが、将来、仕事に就いた時に、この研修で学んだことが役に立つと自覚

すると思う。又、この研修で使用された教科書には、多くの知識が入っているので、

今後も、頑張って勉強することを期待。(スバンドリ鉱山工学科秘書：開講式) 

 

（６） 南カリマンタン州ランブンマンクラット大学保安研修 

1) 期間： 平成 30 年 11 月 26 日(月)～11 月 28 日(水) 8：00～16：00（3 日間） 

2) 場所： ランブンマンクラット大学 

3) 研修生：鉱山学科第 5学期生 13 名、鉱山学科第 7学期生 9名、鉱山学科第 9学期生

5名、講師 1名、バンジャルマシン高等専門学校の学生 2名、バンジャルマ

シン高等専門学校の講師 1名、パランカラヤ大学講師 3名及びタンジュンプ

ラ大学講師 1名の合計 35 名。男子 25 名、女子 10 名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内設備システム 27 77.1% 

2 坑内掘り鉱山の知識 15 42.9% 

3 掘進技術 12 34.3% 

4 支保技術 11 31.4% 

5 通気技術 4 11.4% 
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NO 項目 複数回答 全体中％ 

6 坑内掘り鉱山の運搬設備 1 2.9% 

7 坑内掘り鉱山の機械設備 1 2.9% 

8 坑内掘り鉱山の岩盤工学 1 2.9% 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 日本での坑内掘り炭鉱保安技術研修事業に参加 1 2.9% 

2 無し 34 97.1% 

 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 12 月 26 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 
開講式、指導員及び研修生紹介、研修カリキュラム説明初期アンケート、池島

炭鉱概要 

 9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

14：00～15：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

15：00～16：00 鉱山の経済性評価 

 

研修第 2日目 12 月 27 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術、通気観測技術 

 9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

  

研修第 3日目 12 月 28 日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

 9：00～ 10：00 危険予知訓練と指差呼称(ヒューマンエラー防止と災害防止) 

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 
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時 間 教 育 内 容 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 終アンケート、閉講式 

 

5) 終アンケート結果： 

 

図 1.3-11 終アンケート結果(ランブンマンクラット大学) 

 

『質問 20 本研修で もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気網解析技術」18 名であった。 

表 1.3-16 20：本研修で もためになった科目(ランブンマンクラット大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気網解析技術 18 

通気技術 14 

図上退避訓練 13 

自然発火防止技術 11 

ガス炭塵爆発災害事例 10 

通気観測技術 9 

坑内火災防止技術 9 

危険予知訓練と指差呼称 8 

選炭技術 8 

鉱山の経済性評価 6 
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図上退避訓練

自然発火防止技術ガス炭塵爆発災害事例
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教室での座学研修
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科目（複数回答） 回答数 

災害事例 6 

全部 6 

池島炭鉱概要 5 

インドネシア法規：鉱山保安法について 4 

石炭品質技術 4 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 3 

 

『質問 21 本研修であまりためにならなかった科目』については、「鉱山の経済性

評価」3名、「通気技術」2名、「池島炭鉱概要」1名、「通気観測技術」1名、「危険

予知訓練と指差呼称」1 名、「災害事例」1 名、「選炭技術」1 名、「石炭品質技術」

1名、「無し」10 名、「無回答」が 17 名であった。 

 

『質問 22 本研修に追加したい科目』については、「探査技術、測量技術」、「閉

山した後の管理、閉山後環境対策技術」などの要望があった。 

表 1.3-17 22：本研修に追加したい科目(ランブンマンクラット大学) 

科目（複数回答） 回答数 

探査技術、測量技術 4 

閉山した後の管理、閉山後環境対策技術 3 

坑内炭鉱の新規開発設計技術 3 

岩盤工学 2 

坑内の機械・設備 2 

坑内炭鉱における発破技術 1 

石炭資源量の計算 1 

企業の社会的な責任 1 

鉱山におけるリハビリテーション（環境修復） 1 

データベース 1 

坑内掘り運搬技術 1 

日本のＣＢＭコールベッドメタンの開発 1 

鉱山災害事例の直接に現場で実技 1 

インドネシア地質状況に適合した通気デザインの作成 1 

石炭分析 1 

被害者の救出方法 1 

ベントシームソフトの研修 1 

炭塵について、もっと詳しく教えてほしい。 1 

新技術 1 

埋め戻し 1 

トンネル技術及び施枠技術 1 

坑道の支保における計算方法 1 

退避訓練（シミュレーション） 1 
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『質問 23 ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ために

なった」との回答が 97.1％であった。 

 

『質問 24 研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 94.3％であった。 

 

『質問 25 今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 177.3％との

回答であった。 

 

『質問 26 自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「教室の外で研修を行って欲しい。」等の講義方法についての要望等があった。 

表 1.3-18 26：自由に要望等記入(ランブンマンクラット大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 全部説明するためには、研修期間を延ばしたほうが良い。 3 

研修期間を長くしてほしい。 

研修期間を長くしてほしい。 

研修回数・継続に

ついて 

西カリマンタン州ポンティアナク市にあるタンジュンプラ大学でも研修を実施して欲

しい。 

2 

パランカラヤ大学でも研修を実施して欲しい。 

その他希望 ランバンマンクラト大学、ＪＯＧＭＥＣ，ＨＲＤＣＧＭＣの協力が今後もますます深

まるよう願っています。特に、石炭産地としてのカリマンタン区域の住民たちにとっ

ては非常に役に立つ研修 

6 

研修で教えられた技術のほか、通気解析風丸プログラムは役に立つため、本研修は今

後も実施されることを望んでいる。 

本研修を通じて経験豊富な技術者から直接技術を学ぶことが出来る。 

現場での応用（ 新技術について） 

非常に役に立つ研修です。 

非常に良い研修です。良かった。 

研修内容について 坑内設備の使い方について実技を多くして欲しい。 5 

ガス炭塵爆発と退避訓練のシミュレーションを行ったほうがいい。 

上映したビデオがたまに見えなかった。更新して欲しい。 

ビデオの画質をよくしてほしい。 

理論に関する座学を減らして、ソフトの使い方を重視したほうが良い。 

もっと詳しい説明や教室の外での実技・シミュレーションを増やしてほしい。 

講義方法について お祈り時間が入っている時、授業は一時的に停止して欲しい。 7 

教室の外で研修を行って欲しい。 

いつかインドネシア国内か、日本にある坑内炭鉱で研修を実施することを望んでい

る。 
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科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

よりわかりやすくするため、道具等使用実技や講義ビデオを投影する時間を増やして

欲しい。 

受講生が居眠りしないように、活発な講義になるように工夫してほしい。 

重要なポイントの説明に注力した方がいい。 

今のままの指導員の教え方が良かったです。ある時は真剣に、ある時は冗談を交えな

がら講義をする。このやり方は、非常に良かった。 

お礼 ３日間たくさん知識を教えてくれてありがとうございます。今後とも宜しくお願いし

ます。 

4 

パランカラヤ大学でもこの研修が実施されると聞きましたので、お待ちしています。

ありがとう。 

後に感謝を申し上げます。 

知識を共有してくれてありがとうございます。 

 

6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は以下のとおり。 

 
図 1.3-12 理解度確認試験結果(ランブンマンクラット大学) 

 

7) その他： 

この研修の内容は、坑内掘り炭鉱についての研修。インドネシアの将来を考える

と、坑内掘り石炭技術への移転ということで、大変良い内容との評価。(ユスティ

ヌス・ヘンドラ・ウィルヤント研修生代表(パランカラヤ大学の鉱山学科講師):閉

講式) 

南カリマンタンは、インドネシアにおける石炭の産地の一つ。ここで研修を実施

することは、将来的に、石炭開発に役立つので、ここでの研修は、意味があるとの
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評価。(エコ・サントソ鉱山学科秘書:開講式) 

 

（７） 西ジャワ州バンドンイスラム大学保安研修 

1) 期間： 平成 30 年 12 月 10 日(月)～12 月 13 日(木) 8：00～16：00（4 日間） 

2) 場所： バンドンイスラム大学 

3) 研修生：鉱山学科第 7 学期 44 名、第 9 学期生 4 名及び講師助手 2 名の合計 50 名。

男子 39 名、女子 11 名。 

 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内採掘法 47 94.0% 

2 坑内運搬技術 46 92.0% 

3 通気技術 3 6.0% 

4 科目記載無し 2 4.0% 

5 坑内掘り鉱山の知識 1 2.0% 

6 石炭利用 1 2.0% 

 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 サワルント、２０１７年９月のＥＴＵＵＭでの坑内掘り炭鉱知識の研修 26 52.0% 

2 サワルント、ＥＴＵＵＭでの坑内掘り炭鉱知識の研修 2 4.0% 

3 研修名記載無し 2 4.0% 

4 無し 20 40.0% 

 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 12 月 10 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 
開講式、指導員及び研修生紹介、研修カリキュラム説明初期アンケート、池島

炭鉱概要 

 9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

15：00～16：00 鉱山の経済性評価 

 

研修第 2日目 12 月 11 日(火) 
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時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術 

 9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気観測技術 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

14：00～15：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

15：00～16：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

 

 研修第 3日目 12 月 12 日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内採掘保安技術 

 9：00～ 10：00 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

 

研修第 4日目 12 月 13 日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

 9：00～ 10：00 危険予知訓練と指差呼称(ヒューマンエラー防止と災害防止) 

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 終アンケート、閉講式 

 

5) 終アンケート結果： 
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図 1.3-13 終アンケート結果(バンドンイスラム大学) 

『質問 21 本研修で もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「図上退避訓練」が 26 名と多かった。 

表 1.3-19 21：本研修で もためになった科目(バンドンイスラム大学) 

科目（複数回答） 回答数 

図上退避訓練 26 

ガス炭塵爆発災害事例 25 

通気網解析技術 22 

坑内火災防止技術 22 

坑内採掘保安技術 19 

自然発火防止技術 19 

危険予知訓練と指差呼称 18 

災害事例 18 

通気技術 18 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 16 

石炭品質技術 16 

通気観測技術 15 

選炭技術 14 

全部 10 

鉱山の経済性評価 10 

池島炭鉱概要 8 

インドネシア法規：鉱山保安法について 1 

 

『質問 22 本研修であまりためにならなかった科目』については、「インドネシア

法規：鉱山保安法について」が 21 名、「鉱山経済性評価」4名、「通気網解析技術」

2名、「危険予知訓練と指差呼称」2名、「選炭技術」2名、「石炭品質技術」2名及

び「災害事例」が 1名あった。 
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『質問 23 本研修に追加したい科目』については、「岩盤(地盤)工学」などの要

望があった。 

表 1.3-20 23：本研修に追加したい科目(バンドンイスラム大学) 

科目（複数回答） 回答数 

岩盤(地盤)工学 16 

(坑内掘り)鉱山の設計と計画 8 

発破技術 7 

坑内炭鉱における運搬技術 4 

坑内排水システム 4 

鉱物鉱山技術 2 

支保・坑道の安定  2 

人材管理技術 2 

掘進技術 2 

人の運搬 1 

岩盤坑道の管理 1 

鉱山救急法 1 

坑内炭鉱における施枠技術 1 

地質構造 1 

地質分析 1 

測量 1 

経営管理 1 

探査技術 1 

坑内ボーリング技術 1 

採炭計画 1 

埋め立て 1 

坑内掘りにおける機械・設備 1 

坑内掘りに必要な様々な計算方法 1 

 

『質問 24 ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ために

なった」との回答が 100.0％であった。 

 

『質問 25 研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 100.0％であった。 

 

『質問 26 今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 167.6％との

回答であった。 

 

『質問 27 自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「実技を多くして、対話式の教え方にして欲しい。」等の講義方法についての要

望が も多かった。 
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表 1.3-21 27：自由に要望等記入(バンドンイスラム大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 研修期間が増えれば、取得する知識も増える。 6 

講師がテキスト内容を全部伝えられるように研修日数を考慮したほうが良いと思いま

す。 

研修は全体的良かったですが、研修期間を増やしたほうが良いと思います。 

研修日数が足りないので、研修日数を 7 日、一日 5 時間という研修を提案したい。 

研修期間を長くして欲しい。 

すべての内容を十分に説明できるように研修期間をもう少し長くして欲しい。 

研修回数・継続につ

いて 

今後本研修を継続できることに期待しています。本研修は非常に役に立って良かった

です。 

1 

その他希望 出来れば、女の指導員がいて、授業の中、軽いゲームがある。そして、スナックまたは

飲み物ぐらいあって欲しい。 

13 

女性の指導員が欲しい。 

この研修は豊富な経験を持っている指導員が教えてくれたので、学生たちの能力も向

上でき、いい研修だと思っている。 

研修内容は非常に良くて役に立つものですから、受講生の割り当てを増やして欲しい。 

女性指導員がいたら良い。 

おやつあれば良い。 

女性講師を増員 

軽食を用意してもらいたい。 

（研修生と）指導員とどこかへ一緒に現場視察をしたい。 

坑内採掘保安技術の講義時間をもっと欲しい。  

研修だけでなく、これからも幅広く仕事関係等の交流を深めることが出来ること期待

する。 

画像の部分をはっきり分かるよう、テキストの画像部分だけはカラーにしたほうが良

いと思います。 

研修内容について 時間を節約するために、キャンパスで基本的に教えている知識はこの研修で再度教え

る必要はない。 

7 

次は探査技術、岩盤工学についての研修が欲しい。 

できれば、研修内容は日本とインドネシアの坑内掘り炭鉱の技術の違いに着目して、日

本とインドネシアの採炭方法、使用する機械、支保の仕方などについて比較して欲し

い。 

人材管理という科目を追加して欲しい。 

研修のテーマは保安技術なので、もっと保安だけの内容に集中した方がいいと思いま

す。 

坑内掘におけるいろいろな計算。 

日本とインドネシアの炭鉱の比較をしてほしい。 

講義方法について 退屈しないように、研修にはシミュレーションと実技を多くして欲しい。 19 



 

149 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

鉱山保安知識をもっと明確にして欲しい。そして、各科目のシミュレーションをもっと

増やしたほうがいい。そうすると、指導員と研修生の対話式が進んでいるようになって

くると思っている 

実技を多くして、対話式の教え方にして欲しい。 

ビデオを見る時間を長くするとともに、テキストには他の知識を増やした方が良い。 

各科目にシミュレーションが必要。 

見せる研修設備と実技を多くして欲しい。 

説明した資料を理解させるために、各科目にはシミュレーションがあったほうが良い。 

学生たちに見せる研修設備は種類と数を増やしたほうがいい。 

実技時間を増やしたほうが良いと思います。 

研修ボリュームが多すぎで教えるペースが速くなりがち 

研修指導員は、皆優しく時間厳守でした。 

本研修で教えられた技術は全体的に良かったです。より受講生の理解を高めるために、

講義は参加型にすれば良いと思います。 

研修には実技を加えてもらえば、受講生の居眠りがなくなる。 

シミュレーション的な講義の進め方や、特定炭鉱で発生した事例を挙げて教えること

もよいと思います。 

アザン（お祈りの呼び出し・お祈りの時間のお知らせ）が流れたら、講義をいったん中

止して欲しい。 

眠気対策として、軽いゲームも取り入れて欲しい。 

できれば、テキストに載せる内容を厳選して、説明できる範囲の内容にして欲しい。 

講義はできれば実技をたくさん取り入れて欲しい。 

講義方法はできれば工夫して、より面白くして欲しい。 

質疑応答の時間をもっと与えて欲しい。 

お礼 ありがとう 7 

いい仕事ですね。ありがとう御座いました。 

本研修をバンドンイスラム大学で実施して頂いた JOGME や HRDGMC に感謝申し上げま

す。 

ありがとうございます。 

ありがとうございます。 

今回の研修は全体的に非常に良かった。技術教えていただきありがとうございます。 

ありがとうございます。 

 

6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 
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図 1.3-14 理解度確認試験結果(バンドンイスラム大学) 

 

7) その他： 

この研修で、新しいことを沢山学びました。特に、炭鉱においての技術を学んだ。

(ジュニ・ラフマッド・ハシブアン研修生代表：閉講式) 

特に、この研修で学んだことは、将来、炭鉱や社会で働くようになった時に、役

立つ知識が沢山あるため、今後の活用に期待。(スリ ウイダヤティ鉱山学科長:閉

講式) 

 

（８） 中央カリマンタン州パランカラヤ大学保安研修 

1) 期間： 平成 31 年 1 月 14 日(月)～1月 17 日(木) 8：00～16：00（4 日間） 

2) 場所： パランカラヤ大学 

3) 研修生：鉱山学科第 9学期 23 名、第 11 学期生 9名、第 7学期生 4名、第 13 学期生

2名及び講師助手 2名の合計 40 名。男子 29 名、女子 11 名。 

 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山の採掘法 39 97.5% 

2 坑内通気 39 97.5% 

3 坑内の機械設備 39 97.5% 

4 運搬設備 39 97.5% 

5 坑内掘り鉱山技術 1 2.5% 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

バンドンイスラム大学
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NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 無し 40 100.0% 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 1月 14 日(月) 

 

研修第 2日目 1月 15 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術 

 9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気観測技術 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

14：00～15：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

15：00～16：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

 

研修第 3日目 1月 16 日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内採掘保安技術 

 9：00～ 10：00 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

 

研修第 4日目 1月 17 日(木) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 
開講式、指導員及び研修生紹介、研修カリキュラム説明初期アンケート、

池島炭鉱概要 

 9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

15：00～16：00 鉱山の経済性評価 
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時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

 9：00～ 10：00 危険予知訓練と指差呼称(ヒューマンエラー防止と災害防止) 

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 終アンケート、閉講式 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 終アンケート、閉講式 

 

5) 終アンケート結果： 

 

図 1.3-15 終アンケート結果(パランカラヤ大学) 

 

『質問 21 本研修で もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「坑内火災防止技術」が 17 名と多かった。 

表.1.3-22 21：本研修で もためになった科目(パランカラヤ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

坑内火災防止技術 17 

全部 15 

図上退避訓練 15 

ガス炭塵爆発災害事例 15 

通気網解析技術 14 

危険予知訓練と指差呼称 14 

通気技術 13 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

池島炭鉱概要

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

坑内採掘保安技術

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

パランカラヤ大学保安研修
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科目（複数回答） 回答数 

自然発火防止技術 12 

災害事例 12 

坑内採掘保安技術 12 

通気観測技術 10 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 9 

選炭技術 9 

インドネシア法規：鉱山保安法について 8 

池島炭鉱概要 7 

鉱山の経済性評価 5 

石炭品質技術 4 

 

『質問 22 本研修であまりためにならなかった科目』については、「池島炭鉱概

要」5名、「石炭品質技術」5名、「鉱山の経済性評価」3名、「インドネシア法規：

鉱山保安法について」2名、「坑内採掘保安技術」1名、「通気観測技術」1名、「通

気網解析技術」1名及び「危険予知訓練と指差呼称」1名であった。 

 

『質問 23 本研修に追加したい科目』については、「坑内炭鉱における水処理」

などの要望があった。 

表 1.3-23 23：本研修に追加したい科目(パランカラヤ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

坑内炭鉱における水処理 4 

坑内掘り炭鉱の岩盤工学(地盤工学) 3 

坑内掘りの発破技術 2 

海底探査技術 1 

測量 1 

掘進坑道の計算 1 

坑内掘り展開の 初段階 1 

坑内に入る水（地下水） 1 

坑内坑道の支保技術 1 

坑道維持 1 

新のビデオ又は日本国内別な坑内炭鉱のビデオ 1 

Basic Life Support（生命維持基礎） 1 

露天掘り炭鉱の保安技術 1 

救急法 1 

坑内掘りにおける閉山の手順・仕方 1 

坑内掘りにおける坑道の安定性のモニタリング技術 1 

実際の坑内掘り炭鉱の見学 1 

 

『質問 24 ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ために

なった」との回答が 100.0％であった。 
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『質問 25 研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 100.0％であった。 

 

『質問 26 今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 185.6％との

回答であった。 

 

『質問 27 自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「風現場見学及び現場実技を実施して欲しい。」等の講義方法についての要望が

も多かった。 

表 1.3-24 自由に要望等記入(パランカラヤ大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 研修時間を延ばして欲しい。 14 

資料が多いため、時間を延ばして欲しい。 

いい研修ですので、時間を延ばした方が良い。 

研修時間は非常に少なかったです。提案として、研修時間を延ばした方が良い。 

研修時間を延ばした方が良い。 

この研修は非常に役に立つ研修ですが、時間が短かったので、全部説明できなかった。 

研修期間を増やしてほしい。例えば一日一科目に限定し、教えた各科目を十分わかるよ

うする。 

指導員が説明するための時間及び研修全体の時間をもっと長くしてほしい。 

研修時間を延ばして欲しい。 

次回の研修があれば、時間を延ばして欲しい。 

より多く技術を習得できるよう研修期間を 4日間から 7 日間に増やしてもらいたい。 

次回、同じ研修があったら、時間・期間をもっと長くして欲しい。そうすれば、十分な

説明ができると思います。 

全部説明するためには、研修期間は１週間必要だと思う。 

研修は面白くて、役に立つと思っています。出来れば、研修期間を１週間にして欲しい。 

研修回数・継続につ

いて 

来年もまたパランカラヤ大学で研修が実施されることを望んでいる。 17 

研修はまた来年もパランカラヤ大学で宜しくお願いします。 

この研修は継続的にやって欲しい。 

この研修がパランカラヤ大学で継続的に実施されることを期待しています。 

来年もまた研修をやって欲しい。 

毎年パランカラヤ大学で研修をやって欲しい。 

またパランカラヤ大学へ来てください。 

本研修は続けてもらえることを願っております。 

学生たちの視野を広げ、知識を増やす、こういう活動は毎年やることが必要だと思って

いる。 

こういう研修は毎年やって欲しい。そうすると、鉱山安全性の目標が達成できると思っ
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科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

ています。 

来年以降も、パランカラヤ大学で研修が実施されることを願っております 

来年も、パランカラヤ大学で坑内炭鉱保安技術研修が実施されることを願っておりま

す。 

次回もまた研修を実施して欲しい。 

この研修を継続的にやれるよう、先生方もまた我がキャンパスに来られるように願っ

ております。 

来年もこの研修を私達のキャンパスで実施してください。 

今後、このような研修が継続されることを期待します。 

研修を継続的にやって欲しい。 

その他希望 パランカラヤ大学と日本ＪＯＧＭＥＣの協力関係が今後も継続されることを願ってお

ります。 

6 

習得した知識が将来役に立つように祈っています。 

これからもインドネシアで研修を継続出来るよう、指導員は健康に十分留意して頑張

ってください。 

日本国内で研修を受けられることを期待している。 

日本国内研修を受けられることを願っております。 

日本での研修等もあればうれしいです。（インドネシア以外の状況も知りたい）。 

研修内容について 坑道維持に関する坑内掘り鉱山の岩盤工学を勉強したい。 2 

教材のビデオをアップデートしてほしい。 

講義方法について 実際の日本炭鉱を直接見たい。 10 

もっと理解できるようにするためには、実際の現場見学があったらいいと思っている 

出来れば、実際の坑内掘り炭鉱へ見学させていただければいいと思っている。 

研修は実技を増やして出来れば現場見学も入れて欲しい。 

休憩時間を 10 分から 15 分に増やして欲しい。 

出来れば現場見学も取り入れて欲しい。 

次回の研修では、現場見学や現場実技を取り入れてください。 

直接坑内掘りの現場が見たら、きっともっとたくさん勉強できたと思います。 

現場見学も取り入れて欲しい。 

現場見学及び現場実技を実施して欲しい。 

お礼 我がキャンパスに来てもらって、たくさん知識を教えてくれて、本当にありがとう。 11 

ＪＯＧＭＥＣと指導員に感謝いたします。そして、先生、ありがとうございました。 

教えられた技術は役に立ちますのでありがとうございます。 

ありがとうございます。 

研修して頂きありがとうございます。指導員、通訳皆さんのご健勝を祈っております。 

先生、ありがとうございます。 

先生方がいつも元気であるように祈っています。皆さん、ほんとうにありがとうござい

ます。 
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科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

知識及び経験を私達に分かち合ってくれた指導員の皆様に感謝いたします。いつかま

た会えることを願っています。 

指導員の皆様、ありがとうございました。 

私はこの研修に参加することができて、本当に良かったです。私の知識と視野が徐々に

増えてきた。先生、ありがとう御座います。日本で会いましょう。 

本研修を受けて直接日本人から技術を教えて貰って貴重な体験出来て良かった。本当

にありがとうございます。 

 

6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。試験結果まとめを次に示

す。 

 

図 1.3-16 理解度確認試験結果(パランカラヤ大学) 

 

7) その他： 

学科として、この研修の実施を大歓迎。石炭はインドネシアにとって重要な資源。

将来、石炭を採るには坑内掘りへ移行しないと難しいと判断。(ユリアン学科長：

開講式) 

指導員が教えてくれた内容には私達にとって新しい知識となるものも多い。こ

の研修では（坑内掘り炭鉱に関する）保安を主とした内容。講師や指導員の話を自

分なりにまとめると、「保安を守るというのは義務としてではなく、必要であるか

ら」。自分にとって必要であれば、自分から進んで保安活動につながるとの感想。

(アブドゥル・ファカル研修生代表挨拶:閉講式) 

 

（９） ジョグジャカルタ特別州 UPN ベテランジョグジャカルタ大学学保安研修 
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保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

パランカラヤ大学
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1) 期間： 平成 31 年 1 月 28 日(月)～1月 31 日(木) 8：00～16：00（4 日間） 

2) 場所： UPN ベテランジョグジャカルタ大学 

3)  研修生：鉱山学科第 6学期 9名、第 10 学期生 8名、第 8学期生 7名、第 4学期生 4

名、卒業生 8名、講師助手 2名及びその他 7名の合計 45 名。男子 36 名、女

子 9名。 

 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山の知識 17 37.8% 

2 坑内掘り鉱山の運搬設備 12 26.7% 

3 鉱山保安技術 3 6.7% 

4 石炭鉱山の技術 1 2.2% 

5 掘進技術 1 2.2% 

6 支保技術 1 2.2% 

7 石炭分析 1 2.2% 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り炭鉱の研修事業、２０１８、ベテラン大学の第１キャンパス 1 2.2% 

2 石油工業研修のセミナー、ガジャー・マダ大学 1 2.2% 

3 ２０１８、ブカシでセミナー 1 2.2% 

4 ２００６年のサワルントで、鉱山の環境影響分析のセミナー 1 2.2% 

5 その他 1 2.2% 

6 無し 40 88.9% 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 1月 28 日(月) 

 

研修第 2日目 1月 29 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 
開講式、指導員及び研修生紹介、研修カリキュラム説明初期アンケー

ト、池島炭鉱概要 

 9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

15：00～16：00 鉱山の経済性評価 



 

158 

時 間 教 育 内 容 

 9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気観測技術 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

14：00～15：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

15：00～16：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

 

研修第 3日目 1月 30 日(水) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 坑内採掘保安技術 

 9：00～ 10：00 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

 

研修第 4日目 1月 31 日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

 9：00～ 10：00 危険予知訓練と指差呼称(ヒューマンエラー防止と災害防止) 

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 終アンケート、閉講式 

 

5) 終アンケート結果： 
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図 1.3-17 終アンケート結果(UPN ベテランジョグジャカルタ大学) 

 

『質問 21 本研修で もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気観測技術」等が 6名と多かった。 

表 1.3-25 21：本研修で もためになった科目(UPN ベテランジョグジャカルタ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気観測技術 6 

通気網解析技術 6 

図上退避訓練 6 

自然発火防止技術 6 

ガス炭塵爆発災害事例 5 

坑内火災防止技術 5 

坑内採掘保安技術 4 

通気技術 3 

危険予知訓練と指差呼称 3 

選炭技術 3 

全部 3 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 2 

鉱山の経済性評価 2 

災害事例 2 

池島炭鉱概要 2 

 

『質問 22 本研修であまりためにならなかった科目』については、「坑内採掘保
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安技術」5名、「インドネシア法規：鉱山保安法について」4名、「通気網解析技

術」2名、「通気観測技術」1名及び「選炭技術」1名であった。 

 

『質問 23 本研修に追加したい科目』については、「石炭の利用技術」などの要

望があった。 

表 1.3-26 23：本研修に追加したい科目(UPN ベテランジョグジャカルタ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

石炭の利用技術 2 

実際のプロジェクトに基づいて鉱山経済性評価にコストの入力 2 

鉱山救急法 1 

鉱山設計 1 

埋め立ての仕事に保安手順 1 

風丸ソフトより比較としての他のソフト 1 

発破技術 1 

岩盤工学 1 

風丸ソフトよりもっと優れているソフト 1 

坑内炭鉱における炭鉱開発技術 1 

坑内炭鉱における使われている設備の実技 1 

日本企業の知識 1 

日本への留学の情報 1 

地質工学 1 

水力工学 1 

ケーススタディ 1 

 

『質問 24 ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ために

なった」との回答が 51.1％であった。 

 

『質問 25 研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 51.1％であった。 

 

『質問 26 今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 172.0％との

回答であった。 

 

『質問 27 自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「本研修は参加型研修であり、受講生に対して質問したり、意見を聞いたりし

て、時には前に出て回答を説明させることにして非常に出来た研修です。」等の講

義方法についての感想があった。 

表 1.3-27 27：自由に要望等記入(UPN ベテランジョグジャカルタ大学) 
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科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修回数・継続につ

いて 

この研修はずっと実施しなければならない。そうすれば、学生たちの知識が増えてく

る。 
3 

他の学生にも同じく貴重な技術を学ばせるために、今後も本研修は継続して欲しい。 

継続して欲しい。 

その他希望 

新技術を使った説明は、我々の能力をもっと向上させるかもしれない 

12 

次の研修はもっと若い指導員がいて欲しい。女性の指導員が望ましい。 

お返しとして、私が日本で日本学生に鉱山知識を教えられることを願っています。 

研修は本当によかったです。日本で勉強するチャンスがあることを祈っています。 

日本で勉強し、働ける可能性の情報について（知りたい）。 

日本へ行けるように頑張ります。 

これからもより良い研修になると共に指導員が増えるように願っております。 

ご褒美を増やしてください。 

素晴らしい研修 

非常に素晴らしかった。 

あんまり楽しくなかった。何人かは、飽きたと感じていた。 

坑内掘り炭鉱で働けるように祈ってください。  

講義方法について 

質疑応答時間を設ける。 

3 
本研修は参加型研修であり、受講生に対して質問したり、意見を聞いたりして、時には

前に出て回答を説明させるなど、非常に出来た研修です。 

ディスカッション時間を追加して欲しい。 

お礼 
私たちに沢山技術を教えて頂きありがとうございます。 

2 
日本で坑内炭鉱を見ることが出来るように頑張ります。ありがとうございました。 

 

6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 
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図 1.3-18 理解度確認試験結果(UPN ベテランジョグジャカルタ大学) 

 

7) その他： 

この研修を通して学生参加者がたくさんの知識等を吸収できるように、知識向上ができ

るように期待。(イルハス学長:開講式)。 

学校では、ある程度の坑内掘り炭鉱のことも勉強したが、指導員が教えてくれた現場的知識

が学校の授業の補足となって、貴重な知識。後輩のためにもぜひ来年も研修実施を希望。(デ

ィカ・パンドゥ・アトマジャ研修生代表:閉講式)。 

 

（１０） ジョグジャカルタ特別州ジョグジャカルタナショナル技術大学保安研修 

1) 期間： 平成 31 年 2 月 6日(水)～2月 8日(金) 8：00～16：00（3 日間） 

2) 場所： ジョグジャカルタナショナル技術大学 

3)  研修生：鉱山学科第 5 学期生 12 名、鉱山学科第 7 学期生 3 名、鉱山学科第 9 学期

生 3 名、鉱山学科第 13 学期生 3 名、鉱山学科第 11 学期生 2 名、講師 4 名、

ムハマディヤー・マタラム大学鉱山学科生 3名、ムハマディヤー・マタラム

大学講師 1名及びバンドン・サイエンス工業大学鉱山学科卒業生 2名の合計

33 名。男子 30 名、女子 3名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 石炭に関する知識 10 30.3% 

2 坑内掘り鉱山採掘技術 7 21.2% 

3 坑内掘り炭鉱の機械設備 2 6.1% 

4 石炭の利用性 1 3.0% 
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『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 ジョグジャカルタナショナル技術大学で、国内セミナー 5 15.2% 

2 UPN ベテランジョグジャカルタ大学での国内セミナー 1 3.0% 

3 地面安定性についてのセミナー 1 3.0% 

4 西スマトラサワルント、2016 年坑内掘り炭鉱の支保技術のセミナー 1 3.0% 

5 無し 26 78.8% 

 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 2月 6日(水) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 
開講式、指導員及び研修生紹介、研修カリキュラム説明初期アンケート、

池島炭鉱概要 

 9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

14：00～15：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

 

研修第 2日目 2月 7日(木) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術、通気観測技術 

 9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

 

研修第 3日目 2月 8日(金) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

 9：00～ 10：00 危険予知訓練と指差呼称(ヒューマンエラー防止と災害防止) 

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 
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時 間 教 育 内 容 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 終アンケート、閉講式 

 

5) 終アンケート結果： 

 

 
図 1.3-19 終アンケート結果(ジョグジャカルタナショナル技術大学) 

 

『質問 20 本研修で もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気析技術」19 名であった。 

表 1.3-28 20：本研修で もためになった科目(ジョグジャカルタナショナル技術大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気技術 19 

通気網解析技術 14 

図上退避訓練 13 

自然発火防止技術 13 

通気観測技術 12 

坑内火災防止技術 11 

選炭技術 10 

ガス炭塵爆発災害事例 9 

インドネシア法規：鉱山保安法について 6 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 6 

危険予知訓練と指差呼称 6 

災害事例 6 
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165 

科目（複数回答） 回答数 

全部 6 

鉱山の経済性評価 5 

石炭品質技術 5 

池島炭鉱概要 3 

 

『質問 21 本研修であまりためにならなかった科目』については、「鉱山の経済

性評価」3名、「危険予知訓練と指差呼称」3名、「災害事例」2名、「インドネシ

ア法規：鉱山保安法について」1名、「坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑

内掘り炭鉱経験」1名、「通気観測技術」1名、「図上退避訓練」1名であった。 

 

『質問 22 本研修に追加したい科目』については、「坑道安定化」、「坑道の支保

技術」などの要望があった。 

表 1.3-29 22：本研修に追加したい科目(ジョグジャカルタナショナル技術大学) 

科目（複数回答） 回答数 

坑道安定化 4 

坑道の支保技術 2 

坑内炭鉱の発破技術 1 

全般的な坑内掘り技術についてのソフトを使う研修 1 

日本の 新の石炭及び炭鉱の技術 1 

鉱山開発技術 1 

インドネシアに合う坑内炭鉱技術 1 

幾何学 1 

鉱山設計 1 

坑内掘り炭鉱のモデル化 1 

坑内掘り炭鉱の生産（採炭方法） 1 

資源量および埋蔵量の計算の仕方 1 

 

『質問 23 ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ために

なった」との回答が 100.0％であった。 

 

『質問 24 研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 100.0％であった。 

 

『質問 25 今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 169.1％との

回答であった。 

 

『質問 26 自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「この研修をもっとたくさんの地方で実施して欲しい。地方の学生が参加しや

すいようになって欲しい。」等の要望があった。 
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表 1.3-30 26：自由に要望等記入(ジョグジャカルタナショナル技術大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

より良く研修内容を把握するために、今後は、研修期間を長くした方が良いと思いま

す。 
3 

時間が足りない。できればもっと増やして・長くしてほしい。 

研修期間を長くして、完全な説明ができるようにして欲しい。これは大事です。 

研修回数・継続につ

いて 

こんな研修は（今後も）必ず実施して欲しい。 

3 毎年、この研修をやって欲しい。 

非常に役に立つ研修ですので、こういう研修は頻繁にやって欲しい。 

その他希望 

またいつか日本 新炭鉱技術の研修が行われば参加したいと思います。 

3 
とても良い研修ですので、もっとたくさんの大学で実施して欲しい。 

この研修をもっとたくさんの地方で実施して欲しい。地方の学生が参加しやすいよう

になって欲しい。 

研修内容について 

大変勉強になりました。 

4 

本研修はインドネシア炭鉱で活用出来て非常にためになっていた。 

坑内掘りと岩石の性質、形状、組成等との関係を追加したい科目として入れて欲し

い。 

坑道の安定性という科目の内容を次の研修に入れて欲しい。 

講義方法について 
理解度をもっと上げるためには、実技またはシミュレーションを多くした方が良い。 

2 
図上退避訓練の授業では、 後に指導員は正しい答えを教えて、説明してほしい。 

お礼 

ありがとうございます。 

6 

知識を教えてくれたことに、心より感謝いたします 

知識や経験を私達に提供してくださってありがとうございます。 

ありがとうございました。 

知識を共有する指導員の皆さんに感謝の気持ちと共にご健勝を祈っております。皆さ

んに会えて誇りに思っています。 

先生、ありがとうございました。 

 

6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 
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図 1.3-20 理解度確認試験結果(ジョグジャカルタナショナル技術大学) 

 

7) その他： 

この研修には経験豊富な専門家が指導。一生懸命習って、自分の能力向上のため

に有効利用を期待。研修のテーマは坑内掘り炭鉱の保安技術。確かにインドネシア

はまだ露天掘りが主流であるが、いつか坑内掘りへ移行しなければならない時期

が来る。貴重な知識を与えてくれる研修ですので、たくさんの知識を吸収すること

を期待。(イルハム大学長:閉講式)。 

学校で習った坑内掘り技術の内容は少なく、この研修で、指導員の話を聞いて、

沢山の知識を本当に学んだとの感想。 (バユ・アジ・プラボヲ研修生代表：閉講

式)。 

 

  

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

ジョグジャカルタナショナル技術大学
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（１１） 初期アンケート全体まとめ 

1) 『坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』まとめ 

   

図 1.3-21 坑内掘り炭講義に関することを勉強しましたか。 

2) 『坑内掘り炭鉱技術の研修やセミナーに参加したことがありますか。』まとめ 

   

図 1.3-22 坑内掘り炭鉱技術の研修やセミナーに参加したことがありますか。 

（１２） 終アンケート全体まとめ 

1) 各大学において研修 終日に実施した 終アンケートをまとめた結果は以下のとお

り（研修生から見た各研修科目、研修時間、テキストの内容等を 5段階表示で評価

する項目と、この研修を受講して得た感想を記述する項目から構成。評価は、5:非

常に良い、4:十分良い、3:良い、2:足りない、1:悪いの 5段階で実施)。 

  
図 1.3-23 終アンケートまとめ(全研修の研修生から見た各研修科目、研修時間、 

テキストの内容等を 5段階表示評価) 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

池島炭鉱概要
インドネシア法規：鉱⼭保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭…

鉱⼭の経済性評価

坑内採掘保安技術

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内⽕災防⽌技術
図上退避訓練

⾃然発⽕防⽌技術
ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

⽯炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容
教室での座学研修

研修⽣から⾒た各研修科⽬、研修時間、
テキストの内容等を5段階表⽰評価

項⽬別評価

⽬標
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2) 『本研修で もためになった科目』まとめ 

 

図 1.3-24 終アンケートまとめ(本研修で もためになった科目) 

3) 『本研修であまりためにならなかった科目』まとめ 

  
図 1.3-25 終アンケートまとめ(本研修であまりためにならなかった科目) 

通気網解析技術

10.5%

通気技術

8.7%

図上退避訓練

7.9%

ガス炭塵爆発災害事例

7.6%

全て

7.6%

坑内火災防止技術

7.6%

自然発火防止技術

6.9%

通気観測技術

6.6%

選炭技術

5.9%

危険予知訓練と指差呼称

5.7%

災害事例

5.0%

坑内採掘保安技術

4.3%

坑内掘炭鉱基本知識とイ

ンドネシアでの坑内掘り

炭鉱経験

3.9%

石炭品質技術

3.9%

鉱山の経済性評価

3.2%

池島炭鉱概要

2.4%

インドネシア法規：鉱山

保安法について

2.3%

インドネシアの鉱山保安法規, 8.6% 鉱山の経済性評
価,1.9%

危険予知訓練と指差呼称, 2.3%

石炭品質技術, 2.1%

池島炭鉱概要, 1.9%

選炭技術, 1.4%

災害事例, 1.2%

通気網解析技術, 1.2%

インドネシアの坑内掘り炭鉱経
験, 0.7%

ガス炭塵爆発災害事例, 0.5%

図上退避訓練, 0.2%

自然発火防止技術, 0.2%

無回答(アンケート未提

出者を含む), 34.2%

無し, 37.7%
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4) 『本研修に追加したい科目』まとめ 

 『本研修に追加したい項目』としては、380 件の意見があった。一番多かった

のが「坑内掘り鉱山の発破技術」の 36 件、次に「鉱山計画･坑内設計」26 件、

「岩盤工学・地盤工学」26 件、「支保の話（もっと詳細に）」22 件、「鉱山に関

するソフトが増やして欲しい」19 件、「坑内排水、鉱山水の酸性処理」15 件な

どであった。 

  
図 1.3-26 終アンケートまとめ(本研修に追加したい科目) 

5) 『ためになったとの本研修への印象をもったか？』まとめ 

  

図 1.3-27 終アンケートまとめ(ためになったとの本研修への印象をもったか？) 

坑内掘り鉱山の発破技

術, 12.9%

鉱山計画･坑内設計, 

9.3%

岩盤工学・地盤工学, 

9.3%

支保の話（もっと詳細

に）, 7.9%

鉱山に関する

ソフトが増や

して欲しい, 

6.8%
坑内排水、鉱

山水の酸性処

理, 5.4%

探査･測量

技術、地

質技術, 
4.6%

ボーリング技術, 3.2%

埋め立て, 2.9%

坑内機械設備, 2.5%

実技・現場実

習, 2.1%

石炭利用・加

工技術, 1.4%

露天掘り技

術, 1.1%

坑内掘り

金属鉱

山, 0.7%

その他, 28.6%
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6) 『研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』まとめ 

  

図 1.3-28 終アンケートまとめ(研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？) 

7) 『自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いますか？』まとめ 

   

図 1.3-29 終アンケートまとめ(今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いますか？) 

 

8) 『自由に要望等』まとめ 

「現場でやったほうが良い。」等の講義方法についての記載が も多かった。次

に、「出役に立つ知識を教えてくれて、ありがとうございます。」等のお礼について

の記載が多かった。 

また、「この研修をもっとたくさんの地方で実施して欲しい。地方の学生が参加

1
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今回の研修で、⾃分の技術レベ
ルや能⼒等がどれだけ増えたと
思いますか？研修前を100％とし

て記⼊してください。
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しやすいようになって欲しい。」等のその他希望に関するものついての意見があっ

た。 

  

図 1.3-30 終アンケートまとめ(自由に要望等) 

（１３） 研修先へのアンケート全体まとめ 

1) この研修を希望した理由。 

 「講師や学生はこの研修で坑内掘炭鉱における保安技術の知識をたくさん取得で

きると思います」等の研修生(講師を含む)の能力向上の理由が多かった。 

 

図 1.3-31 この研修を希望した理由 

2) 来年も研修を希望しますか。Yes/NO 

10 研修先全部が来年も研修を希望との回答。 

 

3) 来年も研修を希望しますか。理由 

 「この研修は学生の知識向上につながっているので、毎年実施できることを希望

します。」等の研修生の能力向上との理由が多かった。 

講義方法

について

23.0%

お礼

18.9%

研修回

数・継続

について

15.8%

研修時間

について

11.5%

研修内容

について

11.2%

その他希

望

19.6%

①研修生の能力向
上, 33.3%

②カリキュラム強化
を期待, 22.2%

③経験豊富な指導
員の指導, 16.7%

④政府との協力, 
5.6%

⑤坑内掘りの必要
性から, 11.1%

⑥競争力・受講証
明書, 5.6%

⑦地域の鉱山関係
へ保安の普及, 

5.6%
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図 1.3-32 来年も研修を希望しますか。理由 

4) その他 

 「参加したいと我々に伝えた学生等が多いので、来年度もこの研修の実施を希望

します。」等の研修継続希望や「来年度は可能であればもっとたくさんの学生に参

加させたいので、2クラスまたは 2回の研修を希望する。」等の研修回数を 2回に増

やす希望が も多かった。 

 

図 1.3-33 来年も研修を希望しますか。理由 

（１４） 理解度確認試験 

 各研修の 終日に、研修生の理解度を把握するための理解度確認試験を実施。 

試験方法は、選択式と記述式から設問で構成。設問内容は、 低限この研修で理

解してもらいたい事項の中から厳選して出題。試験問題は、第 1問から第 5問まで

保安技術、第 6問は通気技術、第 7問は炭鉱開発技術、第 8問と第 9問は選炭技術

①研修生の能力
向上, 50.0%

②カリキュラム強
化を期待, 6.3%

③経験豊富な指導
員の指導, 0.0%

④政府との協力, 
12.5%

⑤坑内掘りの必要
性から, 6.3%

⑥競争力・受講証
明書, 12.5%

⑦研修生・大学の
この研修への関

心, 6.3%

⑧他の内容の研
修の希望, 6.3%

①研修継続希望, 
18.8%

②研修回数を年2回希
望(受講生の増), 

18.8%

③研修時期の希望, 
6.3%

④HRDCGMCとの協力
増, 6.3%

⑤現場研修, 6.3%

⑥指導員による一般
講演／ゲスト講師, 

6.3%

⑦日本での研修参加
希望, 6.3%

⑧この研修以外への
参加希望, 6.3%

⑨研修期間, 6.3%

⑩研修方法, 6.3%

⑪鉱山・炭鉱等での災
害を減らす・撲滅する

手段の一つ, 6.3%

⑫感想, 6.3%
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について出題。以下、図 1.3-34 試験問題を示す。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-34 理解度確認試験問題 

理解度確認試験 

 

１．露天掘りと比較視して、坑内掘り炭鉱の特徴(長所、短所等)について、5 つ書け 

 

 

 

 

 

 

２．坑内にて起こる可能性がある重大災害を３つ挙げて、その内容を簡単に書け 

 

 

 

 

 

 

３．坑内採掘技術を二つ挙げよ。 

 

 

 

  

４．危険予知でヒューマンエラーの防止の手法と内容を線で結んで下さい。 

・危険予知訓練 ●    ●よい人間関係を作る（御安全に） 

・指差呼称 ●     ●フェイル・セイフ、フール・プループ、バックアップシステム

等エラーが災害、負傷に結びつかないようにする 

・ヒヤリハット報告 ●    ●危険に対する感受性高める 

・挨拶運動 ●    ●個人の成長、価値観の育成 

・改善運動 ●    ●失敗情報の共有化  

・安全小集団活動 ●    ●注意の喚起 

 

 

５．坑内掘り炭鉱に予想される鉱害（環境影響）を 2 つ挙げよ 

 

 

 

 

 

６．通気の重要な目的を 3 問答えなさい。 

 

 

 

7．プロジェクトの評価の方法を 3 つ挙げよ 

 

 

 
8．選炭で出来る事を３つ記せ 

 

 

 

 

9．選別機の種類を 3 つ記せ 
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写真 1.3-1 坑内採掘保安技術講義風景      写真 1.3-2 通気網解析システム研修風景 

(平成 30 年 9 月 17 日 10 時:パダン工業技術大学)     (平成 30 年 9 月 26 日 10 時: ジャンビ大学) 

     

写真 1.3-3 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識風景  写真 1.3-4 通気技術研修風景 

(平成 30 年 10 月 8 日 13 時: アカミガス高等専門学校)    (平成 30 年 11 月 6 日 8 時: シャークアラ大学) 

     

写真 1.3-5 インドネシア鉱山保安法について研修風景   写真 1.3-6 図上退避訓練研修風景 

 (平成 30 年 11 月 12 日 9時: トリサクティ大学)     (平成 30 年 11 月 27 日 13 時: ランブンマンクラット大学) 

  
   写真 1.3-7 危険予知訓練と指差呼称講義風景        写真 1.3-8 通気観測技術講義風景 

 (平成 30 年 12 月 13 日 10 時: バンドンイスラム大学)   (平成 31 年 1 月 15 日 9 時: パランカラヤ大学) 
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  写真 1.3-9 鉱山の経済性評価講義風景           写真 1.3-10 選炭技術講義風景 

 (平成 31 年 1月 28 日 15 時: UPN ﾍﾞﾃﾗﾝｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ大学)  (平成 31 年 2 月 8日 11 時: ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀﾅｼｮﾅﾙ技術大学) 

 

（１５）  研修実績一覧（表 1.3-31 選炭環境チーム） 

研修項目 細目 内 容 期 間 研修生数 

選 炭 環 境

保安研修 

保安技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通気保安技術 

 

 

 

 

 

炭鉱開発技術 

座学 

 

重大災害防止技術指導 

(坑内火災防止技術、ガス

炭じん爆発防止技術、自然

発火防止技術) 

災害事例教育指導 

 

 

 

 

通気技術指導 

 

 

 

 

 

鉱山設計技術指導 

パダン工業技術大学 

9/17 - 9/20 

ジャンビ大学 

9/25-9/27 

アカミガス高等専門学校 

10/8-10/11 

シャークアラ大学 

11/5 - 11/7 

トリサクティ大学 

11/12 – 11/15 

ランブンマンクラット大学 

11/26 - 11/28 

バンドンイスラム大学 

12/10 - 12/13 

パランカラヤ大学 

1/14 - 1/17 

UPN ﾍﾞﾃﾗﾝｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ大学 

1/28 - 1/31 

ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀﾅｼｮﾅﾙ技術大学 

2/6 - 2/8 

42 

 

40 

 

52 

 

40 

 

47 

 

35 

 

50 

 

40 

 

45 

 

33 

 

選炭技術 

 

選炭工場管理技術 

石炭品位管理技術 

パダン工業技術大学 

9/17 - 9/20 

ジャンビ大学 

9/25-9/27 

アカミガス高等専門学校 

10/8-10/11 

シャークアラ大学 

11/5 - 11/7 

トリサクティ大学 

11/12 – 11/15 

ランブンマンクラット大学 

11/26 - 11/28 

バンドンイスラム大学 

12/10 - 12/13 

パランカラヤ大学 

1/14 - 1/17 

42 

 

40 

 

52 

 

40 

 

47 

 

35 

 

50 

 

40 
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研修項目 細目 内 容 期 間 研修生数 

UPN ﾍﾞﾃﾗﾝｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ大学 

1/28 - 1/31 

ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀﾅｼｮﾅﾙ技術大学 

2/6 - 2/8 

45 

 

33 

 

 

1.3.2 研修結果 

(1) 本年度は鉱山系学部、専門学校の１０カ所にて講義を実施（424 名が参加）。 

(2) 研修内容については、概ね良しとするものが多く、研修参加理由についても、自分

の能力向上に繋げるとの理由から意欲的に参加している状況が伺える。 

(3) 研修に参加した大学の卒業生の進路先についても、半数以上が石炭・鉱山系の民間

会社に進んでおり、本研修事業で得た知見が生かされる可能性が高い。 

 

2. 技術移転状況の確認 

 

2.1 評価方法 

 評価はチェックシート方式及び理解度確認試験にて把握した。 

チェックシート方式では、指導員が研修項目ごとに５段階評価（評価は 5：良く出来た、

4：出来た、3：普通、2：余りできなかった、1：できなかったの 5段階評価）で研修生に対

する評価を実施し、動機付けの評価については、チェックシート内の積極性(やる気)、研修

態度の項目を評価データから分析することとした。 

また、各技術項目の理解度評価については、理解度確認試験を実施することで把握した。 

 

2.1.1 チェックシート方式 

チェックシートは、指導員が担当技術項目ごとに作成し、テーマごとに 1枚のチェックシ

ートでまとめた。チェックシートには指導員からの研修生に対する評価が記載され、全体で

の総合点、更には平均点の点数をまとめた。 

以下に本年度実施した例を示す。（表 2.2-1 GDM 炭鉱での採鉱技術：掘進技術） 

 

表 2.1-1 チェックシートの例 



 

178 

 

 

2.1.2 理解度確認試験 

 各技術項目別に理解度を確認する筆記試験及び実技試験を行い、100 点満点で達成度は 80

点以上とすることとした。 

 

2.2 評価結果 

 

(1) 研修生に対する動機付け評価 

チーム別 研修生に対する動機付け評価 

東カリマンタン

チーム 

 

 

採鉱指導員 5名、機械技術指導員 3名、電気技術指導員 3名により､

各技術について専門分野別に GDM 炭鉱従業員等 1,196 名を対象に坑内

外において座学及び実技研修指導を実施した。動機付けに関して研修

生の積極性[評価点 5.0、達成率 100%]及び研修態度は[評価点 

5.0、達成率 100%]となった。 

西スマトラチー

ム 

 

 

採鉱技術指導員 1名、機械技術指導員 1名、電気技術指導員 1名によ

り､各技術について専門分野別に AICJ 炭鉱従業員等 933 名を対象に坑

内外において座学及び実技研修指導を実施した。動機付けに関して研

修生の積極性[評価点 5.0、達成率 100%]及び研修態度は[評価点 

5.0、達成率 100%]となった。 

選炭環境保安チ

ーム 

 

選炭環境技術指導員 1名、採鉱保安技術指導員 2名及び短期指導員 1

名により､大学等で 828 名の研修生に対してセミナー形式の研修を実

施した。坑内掘り炭鉱の保安技術研修については全員初めて受講する

研修生であり、動機付けに関して研修生の積極性[評価点 4.6、達成

率 92%]及び研修態度は[評価点 4.5、達成率 90%]となった。 

(2) 理解度に対する評価 

チーム別 研修生に対する理解度確認試験評価 

東カリマンタン

チーム 

 

各技術について専門技術項目別に、先山以上を主体として延べ 49 名

の研修生を対象として理解度確認試験を実施し採鉱技術[88 点]、運搬

技術[83 点]、機械技術[88 点]、電気技術[86 点]、保安技術[89 点]、

全技術の平均点[87 点]となった。 
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チーム別 研修生に対する理解度確認試験評価 

西スマトラチー

ム 

 

 

各技術について専門技術項目別に、先山以上を主体として延べ 74 名

の研修生を対象として理解度確認試験を実施し採鉱技術[100 点]、運

搬技術[100 点]、機械技術[100 点]、電気技術[96 点]、保安技術[90

点]、通気技術[97 点]、炭鉱開発技術[95 点]、全技術の平均点[95 点]

となった。 

選炭環境保安チ

ーム 

 

1.3.1 において、6)理解度試験結果及び(14) 理解度確認試験全体まと

めに記載している。5点満点評価で保安技術 4.4 点、通気保安技術

4.9 点、炭鉱開発技術 3.4 点、選炭技術 4.6 点となった。 

 
※評価点数はチェックシートにある「研修内容評価点」を、達成率は評価５を１００％とし、
評価点数を２倍して％表示している。 
※技術項目別評価は、表 2.2-1、表 2.2-2、表 2.2-3 を参照。 
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表 2.2-1 東カリマンタンチーム 

研修項目 目的・目標 研修効果 

採

鉱

技

術 

 

掘進技術 沿層掘進における掘進機械運

転技術、始業・終業点検、枠

入れ、成る木の締め上げ、直

線化等の施枠等の指導を行い

技術の向上を図る 

 

第二南斜坑、第二南 1 号ゲートにおいて沿層掘進技術の実技指

導を実施した。各現場の状況に対応した的確な実技指導により

掘進長を確保できた。［評価 4.5、達成率 90%］ 

保坑技術 水処理のための溝割り、バック

掘り、サイドダンプローダによ

る盤打ち整盤、天盤切り上げ等

の荷抜き、当たり付け等の指導

を行い技術の向上を図る。 

第一北斜坑、第二北斜坑、第二南斜坑において保坑技術の実技指

導を実施した。各種の保坑技術の実技指導により、沿層掘進にお

ける掘進坑道維持及び第一北斜坑のベルト化に貢献した。［評価

4.4、達成率 88%］ 

 探査・測量技術 坑内ボーリング及びスライム

解析法、坑道センター、腰線入

れ、石炭層のコンター（等高線）

の作図、トランシットによる測

量、トラバース測量及び計算等

の指導を行い技術の向上を図

る。 

掘進の進行に追随した坑道のセンター入れは、計画通りに掘進

され、目貫の貫通も精度が向上している。トラバース測量におい

ても測点間の誤差調整法、各トラバース測量の算出法を座学に

て理解させ技術向上に寄与した。［評価 4.4、達成率 88%］ 

 坑内設計技術 目抜きの巻立枠の設計等の指

導を行い技術の向上を図る。 

今後の採掘計画の設計において、巻立枠の設計、坑内坑道の設計

に関して意識向上、能力向上に寄与した。［評価 4.3、達成率 86%］ 

運

搬

技

術 

 

運搬設備管理技

術 

チェーンコンベア新設・撤去、

点検方法、故障復旧技術、部品

整備、予備品管理等の指導、ベ

ルトコンベア点検方法、運転管

理、部品整備、予備品管理、延

長、動力計算等の指導を行い技

術の向上を図る。 

掘進の進行に伴う運搬設備の新設・延長・移設を随時指導し作業

効率が向上した。通常の設備の点検・補修、部品取替え、部品整

備等を指導し設備の故障軽減に対する技術が向上した。又予備品

の整備と管理について指導し、現場の要求に対応が出来るように

なった。[評価4.5、達成率90%] 

運転管理技術 

坑内全般状況の把握、運搬災害

防止対策等の指導を行い技術

の向上を図る。 

ベルトコンベアの片寄り、スリップ等に対する対応法の指導を

行うと共に、ベルトコンベアの保安保護装置と保護柵等の設置

を指導し保安技術が向上した。[評価 4.6、達成率 92%] 

大型巻管理技術 

ワイヤーロープの管理、ホイス

トの設置方法、点検方法、運転

操作、維持管理、軌道管理、動

力計算等の指導を行い技術の

向上を図る。 

大型巻の操作、設備点検管理を指導すると共に、函管理、荷積作

業を指導し、材料運搬を安全に実施した事が出来るようになっ

た。[評価 4.6、達成率 92%] 

機

電

技

術 

排水管理技術 

ポンプ座計画、水処理方法、ポ

ンプ及びバック管理、ポンプの

整備等の指導を行い技術の向

上を図る。 

坑内全般の排水系統の把握と、掘進切羽や湧水箇所でのバック

管理とポンプ管理について指導した事で排水管理技術が向上し

た。[評価 4.6、達成率 92%] 

掘進機械維持管

理技術 

掘進機械の日常点検整備、故障

対策、予備品管理、オーバーホ

ール等の指導を行い技術の向

上を図る。 

掘進現場にて掘進機械の日常点検と不良品取替え等の指導を随

時行った事で、掘進機械の稼動率が向上した。又整備工場にて予

備品の整備と管理を指導し計画的に消耗品の取替えに対応する

ようになった。[評価 4.6、達成率 92%] 

各種機器の整備

技術 

コンプレッサー、エアーブロッ

ク、サイドダンプローダ、ハウ

サリット等の点検整備等の指

導を行い技術の向上を図る。 

坑内で使用する圧縮空気装置、油圧機器の整備を指導し技術の

向上が見られた。又今後坑内の機材運搬に使用されるエアーホ

イスト等の圧縮空気装置等に対する座学研修を行い知識の向上

が見られた。[評価 4.6、達成率 92%] 

坑外電気設備管

理技術 

発電所運転管理、坑外電気室管

理及び電圧の高圧化、集中監視

等の維持管理、ケーブル接続、

故障対策、改善技術等の指導を

無停電電源装置の教育及び坑外設備管理座学について理解させ

技術向上に貢献した。[評価 4.2、達成率 84%] 
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研修項目 目的・目標 研修効果 

行い技術の向上を図る。 

掘進機械維持管

理技術 

掘進機械の日常点検整備、故障

対策、予備品管理、オーバーホ

ール等の指導を行い技術の向

上を図る。 

掘進進行における日常点検、定期点検、故障対策の発生する過程

を理解させ、その改善及び管理方法の重要性に理解を深め技術

向上に貢献した。[評価 4.3、達成率 86%] 

坑内電気設備管

理技術 

坑内高圧電気室新設及び維持

管理、サイドダンプローダ、ポ

ンプ、各種スイッチ及びケーブ

ル等の維持管理、ガスセンサー

等の保安装置維持管理、機器の

接続試運転等の指導を行い技

術の向上を図る。 

掘進進行に追随した電気室新設、ミニベルトコンベア保安装置

新設、機器新設及び機器の取替え、ケーブル接続及び維持管理等

において座学教育及び実技指導により、技術向上に貢献した。

[評価 4.2、達成率 84%] 

各種機器整備技

術 

各種スイッチ類、モーター、セ

ンサー類等の点検整備等の指

導を行い技術の向上を図る。 

電気機器の改善、点検、整備に関した実技指導により、技術向上

に貢献した。[評価 4.2、達成率 84%] 

保

安 

技

術 

通気技術 

通気網解析システムの指導を

行い技術の向上を図る。 

座学指導により座学指導を実施した。坑内掘り炭鉱においては

危機管理技術としてその意識向上、能力向上に寄与した。［評価

4.8、達成率 96%］ 

緊急時の対応技

術 

緊急時の対応等について指導

を行い技術の向上を図る。 

 

緊急時の対応等について災害事例を使用し座学指導を実施し

た。坑内掘り炭鉱における危機管理技術としての意識向上、能力

向上に寄与した。［評価 4.9、達成率 98%］ 

救急法技術 

炭鉱主催講習会立ち会い指導

を行い技術の向上を図る。 

炭鉱主催の救急法講習会に立ち会い指導を実施した。救急法実

技指導は経験に裏打ちされた方法が必要とされる。今回はその

指導力向上に寄与した。［評価 4.9、達成率 98%］ 

 

鉱山救護隊技術 

炭鉱主催訓練に立ち会い指導

を行い技術の向上を図る。 

救護隊に於いて、鉱山救護隊基礎知識の教育指導、酸素呼吸器の

組立て、点検着装分解の実技訓練指導を実施した。［評価 4.9、

達成率 98%］ 

東カリマンタン研修 坑内掘り炭鉱技術の啓蒙普及

を図る。  

政府機関及び東カリマンタン州の炭鉱関係者を対象に坑内掘り

炭鉱技術の啓蒙普及を実施した。［評価 4.1、達成率 82%］ 

表 2.2-2 西スマトラチーム 

研修項目 目的・目標 研修効果 

採

鉱

技

術 

採炭技術 ・採炭時の跡方を崩落させ、大天

盤を崩落硬で支える重要性、及び

地圧の計算法の理解を向上させ

る 

・採掘跡の天盤支持と採掘時期等の重要性と支保に作用

する地圧計算法についての理解を向上させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

沿層掘進技術 ・沿層坑道における発破時の噴

霧シャワー設置と水タンパの製

作の必要性の理解を向上させる。 

・断層箇所の掘進法と木枠坑道

の保坑の理解を向上させる。 

・噴霧シャワーと水タンパを製作することとなった。 

 

 

・当たり付け確認、梁部、脚部への切張入れ増しをする

ことと、計画的な成木入替えと成木当付け強化の重要性

の理解を向上させた。 

[評価 4.2、達成率 84％] 

運

搬

技

術 

運搬技術 ・底開き炭車の実用化と改良で

運搬効率の向上のため底開き炭

車の改良製作 

・炭車フレームの改良で運搬効率の良い炭車ができる事

を理解させ改良技術を習得させた。 

[評価 4,5 、達成率 90 ％] 

・大型巻ホイスト維持管理技術

を向上させる。 

・ロープ点検管理、ブレーキ点検調整方法を習得させ技

術を向上させた。 

・道中車はロープの摩耗減に大きな役割があることを習

得させ管理技術を向上させた。 

[評価 4,4、達成率 88 ％] 
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研修項目 目的・目標 研修効果 

・機長延長したベルトコンベア

の維持管理技術を向上させる。 

・駆動部点検注意事項、緊張装置、逆転防止の構造など

のメンテナンスの技術を習得させ維持管理技術を向上さ

せた。 

[評価 4,2 、達成率 84 ％] 

機

電

技

術 

機械技術 ・排水、散水ラインのパイプライ

ンの設置と管理技術を向上させ

る。 

・給水装置、ストレナーフロート製作技術、パイプの組

み立て、ライン切り替え部加工の技術、排水量の計算式、

排水管の掃除の必要性も取得させ排水技術を向上させ

た。 

[評価 4,3 、達成率 86 ％] 

・コンプレッサーの維持管理技

術を向上させる。 

・圧縮機の構造、圧縮機の種類、圧縮の行程、圧縮装置の

毎日と定期点検、機器の項目別点検方法、コンプレッサ

ーの維持管理技術を向上させ、整備工場の改造で作業能

率が向上した。 

[評価 4,5 、達成率 90 ％] 

電気技術 ・主要扇風機55kw,75kw扇風機の

移設及び新設作業に伴う電力、電

流等の計算、動力ケーブルの選定

等の理解と技術を向上させる。 

・主要扇風機とガス警報器にお

いてのインターロックの必要性

を理解させ、技術を向上させる。 

・電力、電流計算による動力ケーブルの選定の理解と技

術を向上させた。 

 

 

・扇風機とガス警報器のインターロックの必要性を理解

させインターロックの技術を向上させた。 

[評価 4.3 、達成率 86％] 

・力率改善進相コンデンサ設置 

後の結果から見た改善及び対策 

理解させ技術レベルを向上させ 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・力率改善進相コンデンサ盤の 

リアクトルを設置しての新規作 

成を理解させ技術レベルを向上 

させる。 

・ベルトコンベアの新設作業及

び保安装置を理解させ、技術レベ

ルを向上させる。 

・力率改善進相コンデンサの設置後の結果から判断した

今後の改善及び対策に関して理解させ技術レベルを向上

させた。2017 年度(進相コンデンサ未装着)と 2018 年度

(進相コンデンサ装着)を比較して、無効電力で月平均約

78%の電力量節約、全体的な皮相電力で月平均 17%の電力

量節約、電力料金で見てみると月平均 20%のコストダウ

ンを計れた。石炭は約 2.1 倍の出炭量になっているが、

出炭量と電力量からみて進相コンデンサの効果により、

鉱山の電気設備等が効率良く稼動したのがわかる。今後

の課題として現在の効率 87%を 100%に近づける為の改

善、対策をさせたい。 

・力率改善対策の一環として進相コンデンサ用リアクト

ルを設置しての技術を理解させ、技術レベルを向上させ

た。 

 

・ベルトコンベア新設に関して保安装置の必要性及び重

要性を理解させ技術レベルを向上させ、ベルトコンベア

を新設した。 

[評価 4.1 、達成率 82 ％] 

・電力と電流と考慮した変圧器

の選定を理解させ、技術レベルを

向上させる。 

・各所坑道展開をふまえた動力

ケーブルの選定を理解させ、技術

を向上させる。 

・坑内電気機器の接地工事及び

接地線取付けを理解させ、技術レ

ベルを向上させる。 

・変圧器の新規導入時の選定に関した技術を理解させ、

技術レベルを向上させた。 

 

・動力ケーブル購入時の選定に関した技術を理解させ、

ケーブル選定技術を理解させ、技術を向上させた。 

 

・坑内電気機器の接地工事技術及び接地埋設に関する技

術を理解させ、技術レベルを向上させた。 

[評価 4.3 、達成率 86 ％] 

・フロートスイッチを利用した 

水中ポンプの自動運転技術のレ 

ベルを向上させる。 

 

・フロートスイッチを利用した水中ポンプの自動運転に

関する技術を理解させ、自動運転用スイッチ盤を作成し、

現場設置させ、動作確認等を行い、技術習得と技術レベ

ルを向上させた。 
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研修項目 目的・目標 研修効果 

・フロートレスでのポンプ自動 

運転技術を理解させ、技術を向上 

させる。 

・大型ポンプの自動運転システ 

ムを理解させ、技術を向上させ 

る。 

・局部扇風機電動機の電流、温度

管理を理解させ、技術レベルを向

上させる。 

・フロートレスでのポンプ自動運転技術習得の為、フロ

ートレスでの技術、フロートレススイッチの回路等を検

討させ、技術の理解と技術を向上させた。 

・大型ポンプの自動運転システム技術習得の為、パイプ

ライン及び逆支弁等を理解させ、自動運転の技術を向上

させた。 

・局部扇風機の電動機取替え及びメンテナンス後の電動

機の電流、温度等での管理を理解させ、技術レベルを向

上させた。 

[評価 4.2 、達成率 84 ％] 

保

安 

技

術 

坑内保安技術 ・保安教育を定期的に実施する

こと、作業場における環境整備、

斜坑における転倒防止の理解を

向上させる。 

・防塵マスク、防塵眼鏡等の保護

具準備の必要性の理解を向上さ

せる。 

・定期的な保安教育を実施すること、不要物は整理し、

不要物の焼却時は消火用水を準備して監視を強化するこ

と、転倒防止対策の重要性についての理解を向上させた。 

 

・防塵マスクは日本製のものの入荷方法等を調査するこ

ととなった。 

[評価 4.1、達成率 82％] 

通

気

技

術 

通気管理技術 ・主要扇風機を設置する場合の

注意点と強制通気による吸出し

通気法の管理技術を理解させる。 

 

 

・フライアッシュミルクの流送

帯の構築法及び注入法について

理解させる。 

・主要扇風機は落石や雨水対策をして、生産作業を極力

停止させない設置方法とすることなり、強制扇風機は風

門周囲の漏風留め強化、目貫坑道の風門による遮断する

等の管理技術を向上させた。 

 

・フライアッシュミルクの流送方法と流送帯の構築と注

入法を理解させた。 

[評価 4.1、達成率 82％] 

通気網解析技術 ・通気回路網解析の基礎を理解

させる。 

・通気回路網解析の基礎を理解させた。 

[評価 4.3、達成 86％] 

炭

鉱

開

発

技

術 

鉱山設計技術  ・急傾斜区域の開発と偽傾斜坑

道の計算法についての理解を向

上させる. 

・急傾斜区域での偽傾斜掘進、バイパス坑道設置等に関

しての理解を向上させた。 

[評価 4.2、達成 84％] 

近

隣

炭

鉱

従

業

員

等

研

修

指

導 

 

通気技術 ・主要扇風機と風門の設置に係

る基礎的な知識を向上させる。 

・炭じん爆発防止の基礎的な知

識を向上させる。 

・主要扇風機と風門の設置に係る基礎的な知識を向上さ

せた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

・炭じん爆発防止の基礎的な理解を向上させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

採鉱技術 ・発破、雷管、天井当付けに関す

る基礎的な理解を向上させる。 

・坑内工具の取り扱いの基礎的

な知識を向上させる。 

・発破、雷管、天井当付けに係る基礎的な知識を向上さ

せた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

・坑内工具の取り扱いの基礎的な知識を向上させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

保安技術 

 

・錯覚、危険予知に関する基礎的

な知識を向上させる。 

・保護具の種類の基礎的な知識

を向上させる。 

・錯覚、危険予知に係る基礎的な知識を向上させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

・保護具の種類の基礎的な知識を向上させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

運搬技術 ・底開き炭車製作と機能を活か

し運搬効率のアップができる事

を理解させ技術を向上させる。 

・AICJ 炭鉱ＮＯ３底開き炭車の実稼動の指導し運搬効率

のアップができる事を理解させ技術を向上させた。 

[評価 4.4、達成率 88％] 
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研修項目 目的・目標 研修効果 

機械技術 ・底開き炭車改造技術の知識を

向上させる。 

・底扉の開閉装置製作で石炭放出が自動的にできる炭車

を理解させ知識を向上させた。 

[評価 4.4、達成率 88％] 

電気技術 ・日本の炭鉱技術についての知

識を向上させる。 

・電気技術(消費電力と力率)の

理解と知識を向上させる。 

・日本の炭鉱技術の知識を向上させた。 

 

・電気技術の知識を理解させ、知識を向上させた 

[評価 4.4 、達成率 88％] 

 

表 2.2-3 選炭環境保安チーム 

研修項目 目的・目標 研修効果 

石

炭

保

安

技

術

研

修

、

石

炭

分

析

研

修

及

び

選

炭

環

境

技

術

研

修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安技術 坑内巡回検査における保安確

保のための点検事項及び危険

予知技術､重大災害防止技術及

び災害事例教育の研修を実施

し、保安技術の啓蒙普及を行

う。 

424 名の研修生に対して研修を実施。チェックシートに基づく結

果[評価 4.6、達成率 92%]。理解度確認試験の結果[評価 4.4、

正答率 88％]。 

通気保安技術 通気技術の研修を実施し、坑内

通気技術の啓蒙普及を行う。 

424 名の研修生に対して研修を実施。 チェックシートに基づく結

果[評価 4.7、達成率 94%]。理解度確認試験の結果[評価 4.9、

正答率 98％]。 

炭鉱開発技術 

 

鉱山設計技術の研修を実施し、

炭鉱開発技術の啓蒙普及を行

う。 

424 名の研修生に対して研修を実施。チェックシートに基づく結

果[評価 4.2、達成率 84%]。理解度確認試験の結果[評価 3.4、

正答率 68％]。 

選炭技術 

 

 

選炭工場管理技術及び石炭品

位管理技術の研修を実施し、選

炭技術の啓蒙普及を行う。 

424 名の研修生に対して研修を実施。チェックシートに基づく結

果[評価 4.6、達成率 92％]。理解度確認試験の結果[評価 4.6、

正答率 90％]。  

 

 
 

理解度試験結果まとめ 
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（２） インドネシア側における評価 

 2019 年 2 月 14 日に HRDCGMC で開催された成果報告会の席上において、HRDCGMC ユディ

部長より、「炭鉱技術移転事業を通じて、インドネシアの技術者などの能力向上に役立ってお

ります。本当にありがとうございます。」との評価があった。 

 同じく成果報告会後の席上において、AICJ 炭鉱アンドリィ炭鉱長より、「研修指導により

AICJ 炭鉱で新しい技術が導入された」との評価があった。GDM 炭鉱のベニ炭鉱長からは「教

育を見直し、強化した結果、能率向上し、従業員の知識技術も向上した。」との評価があり、GDM

炭鉱での研修を続けてほしいとの要望があった。 

また、選炭環境保安チームがアカミガス高等専門学校での保安研修を開催した際、地元紙

のパレンバンエクスプレス紙（2018 年 10 月 9 日付）にて、以下の報道がなされた。 

 

パレンバン・アカミガス高等専門学校の石炭鉱山学科は毎年、研修を実施するために、日本のＪＯＧＭＥＣ専門家

を招聘した。 

“坑内掘り炭鉱保安技術の研修及び普及”というテーマで行っている活動である。パレンバン・アカミガス高等専

門学校の第 3学期生を対象として、実施される。 

この様な研修は、鉱業界が求める能力に応じて人材の育成に努めているパレンバン・アカミガス高等専門学校の一

つ努力である。 

研修は４日間（１０月８日～１１日）に亘り、JOGMEC 指導員及びバンドンの石炭・鉱物・地質・人材開発センター

講師によって実施されている。 

パレンバン・アカミガス高等専門学校のアミリザ・ミアルティ学長、副学長、採炭工学科長は選炭・環境及び保安

普及チームを歓迎した。その他、バンドンの石炭・鉱物・地質・人材開発センターの代表としてはダリウス・アグン

講師が参加した。 

開講式の挨拶にて、パレンバン・アカミガス高等専門学校の学長は採炭工学科の学生たちに、この研修は非常に大

事な研修です。いいチャンスを逃さないで、日本の坑内掘り炭鉱の豊富な経験を有する指導員からたくさん知識を吸

収して欲しい。また、坑内掘り炭鉱の知識を教えてくれる日本のＪＯＧＭＥＣとＨＲＤＣＧＭＣに感謝すると語った。 

 

この他に、パダン工業技術大学、ジョグジャカルタナショナル技術大学等の大学ホーム

ページにも保安研修開催の記事が掲載されている。 
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Ⅲ まとめ 

 

 インドネシアに我が国の炭鉱技術者等を指導員として派遣し、インドネシアの保安監督

者、炭鉱管理者及び技術者等を対象に、炭鉱、研修センター及び大学等において座学研修を

実施するとともに炭鉱現場での実地研修を実施した。 

 技術移転状況の確認として研修生の評価方法に理解度確認試験を取り入れ、研修生の理

解度の向上に努めた。 

また、研修対象となる業務については事故を起こさない、起こさせないよう保安確保に心

掛けた。 

本事業が、インドネシアにおける石炭生産の安定に繋がるとともに、ひいては我が国への

安定的な石炭供給に寄与することを期待する 


