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１．事業の概要

（１）目的

我が国における石炭資源の安定的かつ適切な供給の確保に資するため、海

外における石炭の生産に必要な技術に関する研修事業を実施する。

このため、露天掘りから坑内掘りへの移行、坑内採掘箇所の深部化・奥部

化の進行が見込まれている中国、インドネシア、ベトナム等の炭鉱技術者等

を我が国の炭鉱に研修生として受け入れ、我が国の優れた炭鉱技術の海外移

転を行う研修事業を実施する。

（２）内容

坑内採掘を行っている釧路炭鉱（北海道釧路市）の炭鉱現場を利用し、中

国、ベトナムの２カ国の炭鉱技術者等を研修生として受け入れ、我が国の炭

鉱技術等の海外移転を行う研修事業を実施する。平成１９年度の本業務では

中国及びベトナムの炭鉱技術者を対象とし研修を実施する。

２．事業の構成

事業は、ベトナム石炭公社と平成１２年１１月、中国煤礦安全監察局と平成１

４年４月に締結した「炭鉱技術海外移転事業に関する覚書」に基づいて実施され

たものである。

３．研修事業の概要

平成１９年度は、ベトナムから９１名、中国から９３名の研修生を受け入れ、

計１８４名の受け入れを行った。

研修内容は教科書を基本に、講義用パワ－ポイントと写真・図・表の他、ビデ

オ等を有効に活用し理解しやすい内容とした。

日本語研修は、研修指導員が日本語の教材等を有効に利用しながら行った。

また、研修に関連する内容を理解するため、一般産業の協力を得、地元企業の

工場、施設の訪問・見学を行った。生活関係については、滞在期間中、快適な研

修生活を送る事ができるよう地域住民と積極的な交流を図り、釧路市が主体とな

って経済界、市民団体、連合町内会等と連携し、様々な交流イベントを開催した。

（研修準備作業項目）

・産炭国石炭産業高度化事業に係る受入研修カリキュラムの作成

・研修生送迎日程表作成（来釧、離釧）

・科目別講義資料作成（専門科目教科書）

・科目別講義副教材作成（パワ－ポイント）

・日本語教材作成
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・他産業訪問研修（日程、時間、対応）

・坑外実習現場（研修箇所設定、機器整備、設備、補修）

・坑内実習現場（研修現場設定、機器整備、設備、補修）

・釧路市・連合町内会・市民団体（交流事業、日程の打合せ、資料作成）

・生活関連（居住組合せ、生活備品、住居補修）

３．１ 研修日程

平成１９年４月１日（日）～平成２０年３月２０日（木）

平成１９年度から産炭国石炭産業高度化事業となり、４月下旬に日本に入りベト

ナム保安生産管理向上、通気保安技術管理実践、ボーリング技術実践コースの研修

生を受け入れ、５月中旬に中国の通気ガス自然発火管理技術習熟コースの受け入れ

を行った。

釧路炭鉱での研修期間は、６週間程度のコースと１３週間程度のコースがあり、

保安管理者向けコース、炭鉱管理者向けコース、炭鉱技術者向けコースがある。

研修は、研修に必要な日本語研修、炭鉱技術全般を習得する一般研修、及び各専

門の技術を習得する専門研修を行った。その中で、研修生に対し研修施設にて炭鉱

技術専門分野用テキスト、座学研修用のパワーポイント及び各専門分野毎の作業手

順、保安対策、実技研修用資料を使用した座学研修を実施するとともに、釧路コー

ルマインの坑内採掘現場及び坑内外に準備した実技研修箇所の施設を利用し、専門

に特化した炭鉱技術を主体とした研修を行った。

３．２ 研修構成

平成１９年度から新規事業として開始した産炭国石炭産業高度化事業の釧路炭鉱

における受入研修では、ベトナム研修生を対象にした炭鉱管理者コースの保安・生

産管理向上と炭鉱技術者を対象にした通気・保安技術管理習熟、ボーリング技術実

践、救護技術実践、機械化採炭技術習熟、機械化掘進技術習熟、設備自動化技術習

熟コースを設定した。また、中国研修生を対象にした保安管理者コースの保安監督

管理向上と炭鉱管理者コースの保安理念向上、炭鉱技術者コースのボーリング実践、

通気・ガス・発火管理技術習熟、設備・自動化・省エネ技術習熟コースを設定した。

受入研修生の入国から研修期間、帰国までのスケジュールについては、下記に示

す。
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３. ３ 研修施設

３．３．１ 研修場所

所在地 ： 北海道釧路市興津５丁目２番２３号

会社名 ： 釧路コールマイン株式会社 釧路炭鉱

釧路炭鉱
●

●東京
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３．３．２ 研修生用宿泊施設

」

＜宿泊施設＞

３．４ 研修実施体制

釧路炭鉱の社員が研修指導及び生活指導を行った。その他、外部専門講師による

講義も行った。

３．４．１ 研修指導

１）研修管理

受入研修管理は、受入研修事業を総括している他組織と密接な連携を取りなが

ら、また社内的には研修業務管理者の下に管理体制を構築し行った。

各コース毎のクラス担任制を維持し、毎朝研修開始前のホームルームで研修生

の健康管理、連絡、教育、指導等に活用した。

通訳については、ベトナム通訳９名、中国通訳８名の計１７名で運営した。

受入研修生は、最大１１クラスのコースに分かれ、３名、４名、６名、１２名

の人員で、講義、実習、実技を行った。

講師は、日本語、一般教育、専門教育をそれぞれに担当しながら坑内外にて指

導を行った。

２）運営体制
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運営体制は、下記の通り。

（１）業務管理者（研修担当者）の下に研修を行った。

（２）研修指導と生活指導に分け、それぞれに担当者を配属し、その業務を研修

管理員が統括した。

（３）研修生は、各国から指名された総括団長を置き、コース毎の班長によって

管理運営を行った。

（４）指導員と研修生の意思疎通を図った。

毎週木曜日の研修終了後に定例会議を開催し、管理運営を円滑に行うため指

導員からの要請、研修生、通訳の抱えている問題、要望などの意見交換を行

い調整を図った。構成は、研修管理員、生活指導員、研修生側から、総括団

長、各コースの班長、通訳とした。

（５）管理体制・連絡体制・緊急連絡体制を構築し行った。

３．４．２ 生活指導

生活指導員は、具体的行動指針を次の様に掲げ（目的、体制、目標、具体的行動）

実施した。

１）目的：研修生が快適な環境の中で研修を受け、地域住民との交流により相互

の理解を深め、本事業を成功に導くことを目的とする。

２）体制：２交代出勤（１・２番方）１番方は午前７時から午後３時、２番方は

午後２時から午後１０時。

３）目標：研修生が、早期に日本の生活環境に慣れ、自己管理と快適な生活がで

きるように支援、協力する。

４）具体的行動指針

（１）目的、目標に向け生活指導員は、日常生活の先生であり、また父母的な

意識を持ち研修生に対応する。

（２）研修生には、両国とも公正に接し、偏らない様に配慮しサポートする。

(３）研修生、通訳に対し寛容な気持ちで接し、人間関係の構築を図る。

(４) 通訳とコミニュケーションを図り、研修生の日常を把握し適宣対応を行

う。

（５）生活指導員同士の情報交換を行うと共に研修指導員との連携を図り、問

題発生時には、全体で協議し解決を図る。

（６）地域住民と連携を行う。

５）準備作業

（１）宿舎各部屋のガス、給排水、電気、換気、暖房、他の点検を行い改善や

補修等必要な箇所は、改善及び修繕を実施し、点検の一覧表を作成した。



- 7 -

（２）宿舎清掃は、研修生の帰釧後に順次実施し次期研修生の来釧予定に合わ

せて行った。

（３）研修生の口座開設に伴う必要な手続き（通帳の作成、印鑑手続き等）を

行った。

（４）研修生、通訳の外国人登録資料を作成し、釧路市戸籍住民課と連絡を取

り準備を進めた。

（５）宿舎内の設備用品類の補充等を行い再確認を行った。

(６) 宿舎内全般、宿舎内設備、郊外、外出時に於ける注意事項、郵便物取扱

い、門限等に関する変更資料を作成した。

（７）（６）の資料による研修生到着時に関する簡単なガイダンス資料を作成

した。

（８）宿舎に関する部屋割の変更を作成した。
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３．５ 研修教材

３．５．１ 一般研修

１）日本語教材

日本語教科書類、絵パネル等を使用し、基本と実用的な日本語を中心に研修を

行った。その他、日本の習慣、文化、マナー等のビデオを利用し、理解促進を図

った。

（１）教材項目

①第１課使用教材

・数字カード0～50 ・登場人物（年齢付き）絵パネル

②第２課使用教材

・数字カード51～100

③第３課使用教材

・ ～枚」の練習用の切手、ハガキ、絵はがき ・品物の絵 ・値札カード「

④第４課使用教材

・ ～つ」の練習用の果物や飴、他の絵パネル「

・焼き肉定食、ラーメン及びコーヒー、ジュース等の絵パネル

⑤第５課使用教材

・鶏肉、豚肉、牛肉の絵パネル

⑥第６課使用教材

・カレンダー（３ヶ月分）

⑦第７課使用教材

・曜日（縦形・横形）フラッシュカード

⑧第８課使用教材

・居住地域周辺の地図

・イラスト（バス停、エレベーター）

⑨第９課使用教材

・デパート、会社、宿舎の絵

⑩第10課使用教材

・イラスト（駅前デパート）

⑪第11課使用教材

・和菓子や煎餅等のお菓子の絵パネル ・イラスト（会話）

⑫第12課使用教材

・イラスト（タクシー、バス車内、病院）

⑬第13課使用教材

・教科書で使う×印の札
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⑭第14課使用教材

・デパート、スーパー、本屋、公園等の場所と盆踊りの絵パネル

⑮第15課使用教材

・買い物絵パネル

２）採炭教材

（１）パワーポイント他

・採炭技術、ＳＤ採炭、急傾斜採炭、吸引性粉塵について

・生産計画図、生産工程表

（２）ビデオ

・ 採炭技術編 「世界の採炭技術」「 」、

（３）坑内見学

・ＳＤ採掘現場、ＳＤ新設現場、ＳＤ撤退現場

３）沿層掘進教材

（１）パワーポイント他

・沿層掘進技術、ロックボルト技術

・生産計画図、生産工程表

（２）ビデオ

・ 掘進技術編 「ロックボルト技術 「世界の掘進技術」「 」、 」、

（３）坑内見学

・沿層掘進現場・ロックボルト打設現場

４）岩盤掘進教材

（１）パワーポイント

・岩盤掘進技術、仕繰拡大技術

（２）ビデオ

・ 岩盤掘進１ 「岩盤掘進２ 「拡大作業手順 「仕繰教育三つ枠 、「 」、 」、 」、 」

・ 坑道崩落の取り明けと仕繰 「鋼枠坑道の追切作業」「 」、

（３）坑内見学

・岩盤掘進現場、仕繰・拡大作業現場

５）坑道維持教材

（１）パワーポイント
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・各種機械（バックホー・ザルツギッター・ツインヘッダー）仕様及び取り

扱い要領

（２）ビデオ

・ ツインヘッダー試運転 「ワイヤロープの接続技術」「 」、

（３）坑内見学

・仕繰・拡大盤打ち作業現場

６）ロックボルト教材

（１）パワーポイント

・ロックボルト座学、ロックボルト実技

（２）ビデオ

・ 日本の炭鉱におけるロックボルト技術」「

（３）坑内見学

・ロックボルト打設作業現場

ロックボルト実習
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３．５．２ 実技研修

１）坑外機械運転実習

研修センターに隣接する坑外実技研修場で、実技研修前に実践的な技術習得を

行うため研修生が坑内で使用する機械を対象に、機械運転技術習得と簡単な保守

整備の教育を行った。

（１）ツインヘッダー

ツインヘッダーは、坑道維持の断面確保を目的に下盤打ちを行うため使用し

ている。ツインヘッダーは、リモコン操作で行うが、オペレーターがある程度

移動できるため、取り扱い時の保安対策含め、研修指導員から的確な指導を受

けながら、坑内の研修実技箇所で使用した。

坑外でのツインヘッダーの実習は、資格教育後に坑外実習施設において操作

実習を行いその後、坑内の実技研修箇所にて実際の坑道維持研修を行うため、

研修生が、指導員から説明を受けながら、下盤打ちシステムも含めて実習を行

った。

坑道維持ツインヘツダー実習

ツインヘッダーは、コンテニアスマイナーと似ているが、切削能力がコンテ

ニアスマイナーより小さく、軽量でコンパクトであるため、機器の移設等も非



- -12

常に簡単であり、運搬時には、特殊台車を必要としないと言う利点を持ってい

る。

（２）バックホー（ＢＨ）

バックホーは、坑内の坑道維持のため修復する機器として使用されている。

また、釧路コールマインでは、坑道拡大作業の他に、坑道断面維持の下盤打ち

作業で使用する小型盤打ち機械である。研修生は、資格取得教育の座学を受講

後、見習運転を行った。

坑道維持バックホー実習

（３）コンテニアスマイナー（ＣＭ）

沿層掘進は、釧路コールマインでは、コンテニアスマイナーを掘削機械とし

て使用している。世界の炭鉱掘進において、一般的にロードヘッダーを主流に

使用しているが、釧路コールマインでは、太平洋炭鉱時代に引き続き掘進機械

（海外では、一般的に採炭機械）として導入している。

中国、ベトナムでは、坑道掘進掘削機械の主流は、共にロードヘッダーであ

るが、切削能力に限界があり、研修生がコンテニアスマイナーに対する掘削機

械についての知識を多く得ようとする姿勢が強く感じられた研修であった。ま

、 、 、 、た 研修生は コンテニアスマイナーの資格教育を経て試験を実施し 合格後
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坑外実技研修現場にて、実際に資格実習見習いを実施し、操作とメンテナンス

の実習を行った。

機械化掘進技術習熟コースの坑外実習

（４）シャトルカー（ＳＣ）

坑内の沿層掘進現場でコンテニアスマイナー（ＣＭ）により掘削した石炭を

積み込み箇所（ベルトコンベア・パンツアーコンベア）まで運ぶ運搬機械（ト

ラック）である。研修生は、構造と機能を理解し、操作方法を習得するため、

資格教育を経て試験を実施し、合格後、坑外実技研修現場にて、資格実習見習

いを行った。研修生が操作と機能を理解し、釧路コールマインの沿層掘進のシ

ステムを坑外で実習後、実際に稼働している現場の実技研修現場で実習見習い

を引き続き行った。
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機械化掘進技術習熟コースの坑外実習
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４．研修事業

４．１ 研修カリキュラム

産炭国石炭産業高度化事業の目的に中国、ベトナム等の坑内掘りへの移行や採掘

箇所の深部化・奥部化が見込まれる中、日本の炭鉱技術を移転するため、各国の意

見要望を出来る限り反映するべく、専門分野に特化した内容で、カリキュラムを作

成した。また、日本の坑内掘り炭鉱唯一の生きた炭鉱の施設を活用し、研修生に日

本の炭鉱の管理・運営等の手法を実技を通し実習させることにより、よりレベルア

ップを図るカリキュラムとした。

４．１．１ 中国保安監督管理向上コース

保安監督管理向上については、中国国家煤礦安全監察局監察員、炭鉱保安管理者などを

対象とし、「保安第一・生産第二」、保安の取り組み・保安運動の手法、保安管理機構等を

学ぶと共に、実際に鉱山保安監督行政に携わった監督官ＯＢによる経験に基づいた実際の

稼働現場での実技研修等により、日本の災害事故防止を主に保安監督技術・手法の研修を

行った。

中国保安監督管理向上コースＡ （６名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

保安管理（理念・組織・自主保安）→日本語

鉱山保安監督（炭鉱歴史）

第２週 炭鉱概要→採炭現場見学

鉱山保安監督（監督行政）→選炭技術（選炭・スライム工場見学）

保安管理（０災害・指差呼唱）→掘進現場見学

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）

自然発火防止技術

第３週 保安管理（自主管理・自主運営）→炭鉱長ディスカッション

札幌研修

第４週 機械・電気技術（概要・保安）→炭鉱技術（保安管理）

文化研修

鉱山保安監督（監督業務）→炭鉱技術（災害事例）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

第５週 鉱山保安監督（監督方針・監督指導・災害事例・監督法令）

通気技術（通気・ガス管理・自然発火管理）→保安監督業務坑内実習

クドバス及び実習
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第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

中国保安監督管理向上コースＢ（６名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

炭鉱概要→採炭現場見学

第２週 経営管理（理念・組織・体制）→掘進現場見学

保安管理（保安体制・運動）→日本語→鉱山保安監督（炭鉱歴史）

保安管理（０災害・指差呼唱）→クドバス及び実習

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

文化研修

第３週 炭鉱技術（炭鉱災害）、鉱山保安監督（監督行政）

自然発火防止技術

第４週 炭鉱技術（保安管理）→鉱山保安監督（監督業務）

札幌研修

第５週 鉱山保安監督（監督方針・監督指導・災害事例）

通気技術（通気・ガス管理・自然発火管理）

→保安監督業務坑内実習

保安管理（理念・組織・自主保安）

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

中国保安監督管理向上コースＣ（６名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

経営管理（理念・組織・体制）→日本語→炭鉱概要

第２週 鉱山保安監督（炭鉱歴史）→掘進現場見学

鉱山保安監督（監督行政）→採炭現場見学

通気技術（通気・ガス管理・自然発火管理・災害事例）

選炭技術（選炭・スライム工場見学）

自然発火防止技術
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第３週 鉱山保安監督（監督方針）→保安管理（保安体制・運動）

札幌研修

第４週 会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

鉱山保安監督（監督業務・監督指導）→日本語

保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）

炭鉱技術（炭鉱災害）

第５週 炭鉱技術（災害事例・保安管理）→保安監督業務坑内実習

クドバス及び実習

→炭鉱長ディスカッション→指令室見学

保安管理（理念・組織・自主保安）

鉱山保安監督（監督法令）

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会

→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

中国保安監督管理向上コースＤ（６名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

炭鉱概要→採炭現場見学

第２週 経営管理（理念・組織・体制）→掘進現場見学

鉱山保安監督（炭鉱歴史）

→日本語→炭鉱技術（炭鉱災害）

炭鉱技術（保安管理）

鉱山保安監督（監督行政・監督業務）

自然発火防止技術

第３週 保安管理（保安体制・運動）→クドバス及び実習

鉱山保安監督（監督方針）→日本語

通気技術（自然発火・災害事例）

保安管理（理念・組織・自主保安）

選炭技術（選炭・スライム工場見学）

第４週 保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）

炭鉱長ディスカッション→指令室見学

札幌研修
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第５週 保安監督業務坑内実習

機械（概要・保安）

鉱山保安監督（災害事例・監督法令）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

平成１９年度中国保安監督管理向上コースの研修内容について

産炭国石炭産業高度化事業の中国保安監督管理向上コースは、６名×４回に分け、

平成１９年６月１２日から釧路コールマインにこのコースの第一回目の研修生を受

け入れることからスタートした。釧路での研修期間は、約６週間である。

このコースの研修生は、中国の監督官が主であるため、実際の日本での監督官業

務を実施していた監督官ＯＢが日本での炭鉱に於ける業務や経験を元に授業と実務

研修を主に実施した。また、中国での災害状況を念頭におき、炭鉱技術の立場から

ガス突出・ガス爆発等、通気に関する災害事例を元に日本の管理技術を含めて炭鉱

技術を学び意見交換を行った。

４．１．２ 中国保安理念向上コース

保安理念向上コースについては、炭鉱の炭鉱長・幹部候補生を対象とし、炭鉱の保安向

上に必要な「保安第一・生産第二」の理念と経過を実際の災害事例を通し学び、保安の取

り組み・保安運動の手法、保安管理機構等の研修と共に深部化・奥部化に対応する経営理

念と実際に行った事例を含め、炭鉱の保安向上に必要なる技術・管理手法の研修を行った。

中国保安理念向上コースＡ（６名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

炭鉱概要→日本語→保安管理（理念・組織・自主保安）

第２週 炭鉱技術（保安管理）→日本語→通気技術（通気・ガス管理）

炭鉱技術（災害事例）→掘進現場見学

鉱山保安監督（監督行政）→採炭現場見学

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）

自然発火防止技術

第３週 鉱山保安監督（監督業務）→日本語→炭鉱長ディスカッション

札幌研修



- 19 -

第４週 保安管理（０災害・指差呼唱）

→選炭工場見学、スライム工場見学

クドバス及び実習

文化研修

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

第５週 五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

通気技術（通気管理・災害事例・ディスカッション）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

中国保安理念向上コースＢ（６名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

炭鉱概要→ 掘進現場見学

第２週 経営管理（理念・組織・体制）→採炭現場見学

保安管理（保安体制・運動）→日本語→炭鉱技術（炭鉱災害）

通気技術（通気管理・災害事例・ディスカッション）

炭鉱技術（災害事例）

→炭鉱長ディスカッション→指令室見学

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

第３週 通気技術（概要・組織・通気ガス管理）→日本語

自然発火防止技術

第４週 保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）→炭鉱技術（保安管理）

札幌研修

第５週 五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

中国保安理念向上コースＣ（６名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

炭鉱概要→ 採炭現場見学



- 20 -

第２週 通気技術（概要・組織・通気ガス管理）→日本語

経営管理（理念・組織・体制）→掘進現場見学

保安管理（保安体制・運動）→日本語→鉱山保安監督（監督行政）

鉱山保安監督（監督業務）→クドバス及び実習

自然発火防止技術

第３週 保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）→選炭工場見学、スライム工場

見学

札幌研修

第４週 会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

炭鉱技術（炭鉱災害・災害事例・保安管理）→日本語

炭鉱長ディスカッション→指令室見学

第５週 五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

中国保安理念向上コースＤ（６名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

炭鉱概要→経営管理（理念・組織・体制）

第２週 通気技術（通気管理）→採炭現場見学

通気技術（通気・ガス管理・自然発火）

保安管理（保安体制・運動・指差呼唱・ヒヤリハット）

掘進現場見学

クドバス及び実習

自然発火防止技術

第３週 五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

鉱山保安監督（監督行政）→炭鉱長ディスカッション→指令室見学

第４週 鉱山保安監督（監督業務）→選炭工場見学、スライム工場見学

札幌研修

第５週 炭鉱技術（炭鉱災害・災害事例・保安管理）→日本語

保安管理（自主管理・自主運営）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）
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第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

平成１９年度中国保安理念向上コースの研修内容について

産炭国石炭産業高度化事業の中国保安理念向上コースは、６名×４回に分け、平

成１９年６月１２日から釧路コールマインにこのコースの第一回目の研修生を受け

入れることからスタートした。釧路での研修期間は、約６週間である。

このコースは、炭鉱経営者や幹部クラスであり、研修内容についても炭鉱におけ

る炭鉱技術、生産管理、人材育成、保安管理について研修のニーズに対応したカリ

キュラムとした。また、保安最優先で計画出炭量の確保とコスト削減、中国での一

番の問題である、ガス突出やガス爆発の問題と対策並びに保安確保の理念について、

研修生からの意見を聞きながら、都度授業に反映できるように経験、実例をもとに、

研修を行った。

４．１．３ 中国ボーリング技術実践コース

中国ボーリング技術実践コースについては、炭鉱現場管理者など炭鉱技術者を対象とし、

効率的なガス抜きボーリングの設計と設備、最適なガス抜き制御を学び、指向性ボーリン

グと二重管工法の実技研修を取り入れ、主にボーリング技術の向上のため、実習を含む研

修を行った。

中国ボーリング技術実践コースＡ （３名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート

→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

法定教育→日本語→炭鉱概要

第２週 法定教育（入坑の心得、他）→日本語→保安管理（０災害・指差呼唱）

採炭現場見学、掘進現場見学

通気管理技術（概要・組織・運営）

第３週 試錐技術（概要・先進・水抜き・ガス・大口径）

文化研修

指向性ボーリング実習教育（指向性概要・仕様・工法）

指向性ボーリング実習（穿孔機操作・センサー組立・仕様・工法）

指向性ボーリング実習（ロッド挿入・計測）

第４週 指向性ボーリング実習（ロッド挿入・計測・掘削・ロッド抜き・整理）

札幌研修
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第５週 ボーリング実習教育（二重管概要・仕様・工法・災害事例）

ボーリング実習（ＲＫ）穿孔・拡孔・口元パイプ入れ・口元設備

ボーリング実習（二重管リバース・整理整頓）

他産業訪問（近郊ボーリング施設訪問）

保安管理（自主保安・保安理念）

坑内外実習反省会・意見交換会、研修生確認テスト（専門）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

中国ボーリング技術実践コースＢ（３名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

法定教育→日本語→ 保安管理（０災害・指差呼唱）

第２週 法定教育（入坑の心得、他）→日本語→炭鉱概要

採炭現場見学、掘進現場見学

試錐技術（概要・先進・水抜き・ガス抜き）

第３週 ボーリング実習教育（二重管概要・仕様・工法・災害事例）

ボーリング実習（ＴＯＰ－ＴＭ）穿孔・拡孔・口元パイプ入れ・口元

設備・整理整頓

第４週 通気管理技術（概要・組織・運営・通気ガス管理）

札幌研修

第５週 指向性ボーリング実習教育（指向性概要・仕様・工法）

指向性ボーリング実習（穿孔機操作・センサー組立）

指向性ボーリング実習（ロッド挿入・計測・掘削・ロッド抜き・整理）

坑内外実習反省会・意見交換会、研修生確認テスト（専門）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

中国ボーリング技術実践コースＣ （３名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート

→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

試錐技術（概要・先進・水抜き・ガス抜き・大口径）
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第２週 法定教育

→日本語→ 炭鉱概要

採炭現場見学、掘進現場見学

保安管理（０災害・指差呼唱）→日本語

第３週 ボーリング実習教育（二重管概要・仕様・工法・災害事例）

ボーリング実習

（ＴＯＰ－ＴＭ）穿孔・拡孔・口元パイプ入れ・口元設備・整理整頓

保安管理（自主保安・保安理念）

他産業訪問（近郊ボーリング施設訪問）

第４週 通気管理技術（概要・組織・運営・通気ガス管理）

日本語→保安管理（自主保安）

札幌研修

第５週 指向性ボーリング実習教育（指向性概要・仕様・工法）

指向性ボーリング実習（穿孔機操作・センサー組立）

指向性ボーリング実習（ロッド挿入・計測・掘削・ロッド抜き・整理）

坑内外実習反省会・意見交換会、研修生確認テスト（専門）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

中国ボーリング技術実践コースＤ（３名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート

→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション

→日本語→試錐概要

試錐技術（概要・先進・水抜き・ガス抜き・大口径）→ 炭鉱概要

第２週 法定教育

→日本語→坑外施設見学

採炭現場見学、掘進現場見学

第３週 通気管理技術（概要・組織・運営・通気ガス管理）

日本語→保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）

札幌研修

第４週 ボーリング実習教育（二重管概要・仕様・工法・災害事例）

ボーリング実習（ＴＯＰ－ＴＭ）二重管リバース穿孔・拡孔・口元パ

イプ入れ・口元設備・整理整頓
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第５週 他産業訪問

指向性ボーリング実習教育（指向性概要・仕様・工法）

指向性ボーリング実習（穿孔機操作・センサー組立）

指向性ボーリング実習（ロッド挿入・計測・掘削・ロッド抜き・整理）

坑内外実習反省会・意見交換会、研修生確認テスト（専門）

保安管理（自主保安）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

平成１９年度中国ボーリング技術実践コースの研修内容について

産炭国石炭産業高度化事業の中国ボーリング技術実践コースは、３名×４回に分け、平

成１９年６月１２日から釧路コールマインにこのコースの第一回目の研修生を受け入れる

ことからスタートした。釧路での研修期間は、約６週間である。

研修生は、法定教育を終了後に主にボーリングの座学から始まり、概要及び仕様機器の

構造、取り扱い、保安上の対策等を勉強し実技研修に入った。

この研修は、指向性ボーリングと二重管工法を組み合わせての実習を重点とした。

実習現場は坑外であるが、コンクリートブロックに数ヶ所ボーリングをすることに

より、ボーリングの進行先を目で確認することができるメリットを生かし、効率と

精度の高いデータ解析を体験してもらい、最新の技術を実習できるカリキュラムを

作り上げた。

また、研修生は、日本のボーリング技術を即中国に活かすべき技術として実感し

てくれ、技術習得に向け熱心な取り組みがなされた研修であった。

４．１．４ 中国通気・ガス・自然発火管理技術習熟コース

中国通気・ガス・自然発火技術習熟コースは、炭鉱現場管理者など炭鉱技術者を

対象とし、保安の取り組み、保安運動、保安管理機構、通気網解析・通気測定、通

気設備・ガス抜きボーリング、密閉、集中監視、袖巻き、ミルク注入、温度観測、

データ管理等、坑内の通気関連設備を活用した研修と実際坑内での管理状況を実習

し、実験装置を利用し、ガス爆発、炭塵爆発の恐ろしさと対策について、通気技術

向上のため、実習を含む研修を行った。

中国通気・ガス・自然発火管理技術習熟コースＡ （８名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

法定教育（入坑の心得、規則、決まり、他）→日本語→炭鉱概要
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第２週 法定教育→日本語→保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）

掘進現場見学、採炭現場見学、採炭・掘進技術デスカッション

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

第３週 法定教育→日本語

炭鉱技術（急傾斜採炭、保安運動、ガス突出・自然発火災害事例）

鉱山保安監督（監督行政・監督業務）

保安管理（自主保安・保安理念）

→坑外施設見学（主扇・巻座・他）

第４週 通気技術（概要・組織・採炭掘進通気管理）

通気坑外実習（ガス・炭塵爆発・静電気爆発等）

ボーリング技術（ガス抜き・先進等）

生産管理（理念・組織・体制・管理・運営・自主保安）

通気実習（通気管理巡回ポイント）

第５週 五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

自然発火防止技術

第６週 通気実習（粉塵測定・吸い出し通気・防塵ネット）模擬坑道

通気技術（自然発火・災害事例）→通気坑外施設見学

通気実習（ブロワーガスサンプル収集・ガス分析）

日本的品質管理法（導入・活動・成果）

第７週 なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議及び実習

札幌研修

第８週 選炭技術（工場概要）→選炭工場見学

通気技術（集中監視と誘導無線）

通気実習（集中監視・指令室操作・各種センサー取り扱い）

文化研修

集中監視実習（模擬実習説明）

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）

第９週 ボーリング技術（出水災害と対策）→通気坑外施設見学（通気斜坑）

指向性ボーリング実習教育（指向性概要・仕様・工法）

指向性ボーリング実習

他産業訪問

通気技術（災害事例・ベルト災害・坑内火災防止対策）

第１０週 通気技術（災害対策・通気圧測定理論・風丸基本動作）

通気環境講義（坑内火災シュミレーション・通気関係研究）

救護隊技術（組織・任務・消火技術・酸素呼吸器取り扱い・救急法）
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第１１週 救護隊技術（組織・任務・消火技術・酸素呼吸器取り扱い・救急法）

救護隊技術（酸素呼吸器・救急法）

通気技術（坑内通気圧測定・理論）

消火実習（発泡消火・袋密閉・延長風道・煙体験）

通気技術（ＫＣＭ通気網作成、風丸基本・応用動作）

第１２週 救護隊技術（酸素呼吸器・救急法）

通気技術（坑内通気圧測定）

通気技術（ＫＣＭ通気網作成、風丸基本・応用動作）

Ａ・Ｂ班実習総括、反省会、意見交換会、研修生確認テスト

発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

第１３週 宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

中国通気・ガス・自然発火管理技術習熟コースＢ（５名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート

→オリエンテーション→坑外施設見学

オリエンテーション→日本語→防災センター

炭鉱概要→日本語

生産管理（理念・組織・体制・管理・運営・自主保安）

掘進現場見学

第２週 会社の効率向上法（ロスとコスト削減）

ボーリング技術（ガス抜き・先進等）→採炭現場見学

法定教育

→採炭・掘進技術デスカッション

ボーリング技術（出水災害と対策）

第３週 法定教育→日本語

生産管理（管理・運営）

他産業訪問

なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議及び実習

第４週 五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

第５週 通気技術（通気圧測定理論・データ整理）

通気実習技術（ＫＣＭ通気網）

消火実習（発泡消火・袋密閉・延長風道・煙体験）

救護隊技術（組織・任務・消火技術・酸素呼吸器取り扱い・救急法）
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第６週 通気技術（通気圧測定理論・データ整理）

通気実習技術（ＫＣＭ通気網）

消火実習（発泡消火・袋密閉・延長風道・煙体験）

救護隊技術（組織・任務・消火技術・酸素呼吸器取り扱い・救急法）

第７週 Ａ・Ｂ班実習総括、反省会、意見交換会、研修生確認テスト

文化研修

通気環境講義（坑内火災シュミレーション・通気関係研究）

自然発火防止技術

第８週 炭鉱技術（保安運動・急傾斜採炭・災害事例・ガス突出・自然発火）

鉱山保安監督（監督行政・監督業務）

保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）

選炭技術（工場概要）→選炭工場見学

第９週 日本的品質管理法（導入・活動・成果）

札幌研修

第１０週 通気技術（組織・運営管理・主要通気・連合通気・ガス検定員の任務）

通気実習（ガス・静電気・炭塵爆発実験・通気巡回ポイント）

坑外施設見学（主扇・巻座・他）

保安管理（自主保安）

第１１週 通気技術（自然発火・災害事例）→坑内実習（自然発火防止工事現場）

通気実習（自然発火防止技術・ベルト火災）

通気技術（自然発火防止技術）→通気坑外施設見学

通気技術（集中監視と誘導無線）

集中監視実習（模擬実習説明）

第１２週 通気技術（災害と対策）→通気坑外施設見学（通気斜坑・他）

通気実習（ブロワーガスサンプル収集・ガス分析）

指向性ボーリング実習教育（指向性概要・仕様・工法）

指向性ボーリング実習（概要・穿孔機操作・センサー組立）

発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

第１３週 宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

中国通気・ガス・自然発火管理技術習熟コースＣ （８名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

炭鉱概要→ 採炭現場見学
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第２週 法定教育→日本語

掘進現場見学、採炭・掘進技術デスカッション

通気坑外施設見学（主扇・巻座・他）

第３週 指向性ボーリング実習教育（指向性概要・仕様・工法）

第４週 指向性ボーリング実習（穿孔機操作・センサー組立）

通気技術（概要・組織・主要通気・連合通気）

通気坑外実習（ガス・炭塵爆発・静電気爆発等）

生産管理（理念・組織・体制・管理・運営・自主保安）

第５週 ガス抜きボーリング（二重管工法）

五段階問題解決法

（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

第６週 鉱山保安監督（監督行政・監督業務）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

文化研修

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）

選炭技術（工場概要）

→選炭工場見学

第７週 炭鉱技術（保安運動・急傾斜採炭・災害事例・ガス突出・自然発火）

通気技術（採炭掘進通気概要・粉塵管理・自然発火）

坑内実習（自然発火防止工事現場）

第８週 集中監視概要→通気坑外施設見学

他産業訪問

通気実習（集中監視・指令室操作・各種センサー取り扱い）

集中監視実習（模擬実習説明）

災害事例（坑内火災・坑内火災防止）

なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議及び実習

第９週 通気技術（坑内通気圧測定・理論）

救護隊技術（組織・任務・消火技術・酸素呼吸器取り扱い・救急法）

自然発火防止技術

通気環境講義（坑内火災シュミレーション・通気関係研究）

通気技術（災害と対策）

→保安管理（自主保安）

第１０週 通気技術（災害事例）→保安管理

保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）

札幌研修
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第１１週 救護隊技術（組織・任務・消火技術・酸素呼吸器取り扱い・救急法）

救護隊技術（酸素呼吸器・救急法）

通気技術（坑内通気圧測定・準備・理論）

消火実習（発泡消火・袋密閉・延長風道・煙体験）

通気実習（ＫＣＭ通気網作成、データ整理）

第１２週 救護隊技術（組織・任務・消火技術・酸素呼吸器取り扱い・救急法）

救護隊技術（酸素呼吸器・救急法）

消火実習（発泡消火・袋密閉・延長風道・煙体験）

通気実習（ＫＣＭ通気網作成、データ整理

Ａ・Ｂ班実習総括、反省会、意見交換会、研修生確認テスト

第１３週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

１９年度中国通気・ガス・自然発火管理技術習熟コースの研修内容について

産炭国石炭産業高度化事業のコースは、８名×３回に分け、平成１９年５月１日

から釧路コールマインにこのコースの第一回目の研修生を受け入れることからスタ

ートしたが、Ｂコースについては、中国側の理由により途中で３名の研修生が帰国

するに至った。釧路での研修期間は、約１３週間である。

研修は通気技術を主とする内容とした。通気関係の授業では、中国においては、

炭鉱の災害が年々減少傾向にあるが、いまだに突発的な重大災害が多発しているた

め、通気・ガス・ガス突出防止を中心に実習含めて行い、重大災害の防止について

は勿論のこと、各受入炭鉱独自での通気体制の構築を目的とした講義を行い、通気

体験実習の中で、臭気、ガス炭塵爆発実験等を取り入れ研修の充実を図った。

４．１．５ 中国設備自動化省エネ技術習熟コース

中国設備自動化技術習熟コースについては、炭鉱現場技術者を対象に、ベルトコ

ンベア、巻揚機、ポンプ等の自動化システムを活用した坑内での実習と設備集中監

視システム、ワイヤーロープ連続監視装置を開発したその経過と自動化による管理

の一元化、機器保全、省エネに関する技術について、実習を含む研修を行った。

中国設備自動化省エネ技術習熟コースＡ（１２名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション

→日本語→坑外施設見学

炭鉱概要→掘進現場見学
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第２週 法定教育（入坑の心得、他）

→日本語→法定教育

電気技術（電気一般・機器・保護継電器・力率改善）

会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

電気技術（電気鉄道・材料・電圧降下計算）

第３週 電気技術（配電線路・電気災害・短絡電流計算・シーケンス）

保安管理（０災害・指差呼唱・自主管理・自主運営）→日本語

ＣＡＤ実習概要説明（図面作図Ａ）

ＣＡＤ実習（図面作図Ｂ）

法定教育→採炭現場入坑

第４週 ＣＡＤ実習概要説明（図面作図Ａ）

ＣＡＤ実習（図面作図Ｂ）

法定教育→日本語

第５週 機械技術（概要・大型巻揚機）

第６週 文化研修

機械技術（大型巻揚機・ワイヤーロープ・大型巻揚機制御方法）

機械技術（自動制御方式・油圧機器・空圧）

機械技術（ベルトコンベアー・曲がりベルト）

研修生確認テスト（専門）

第７週 なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議及び実習

札幌研修

第８週 日本的品質管理法（導入・活動・成果）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策）

第９週 五段階問題解決法（効果・発表）

法定教育

他産業訪問

集中監視→指令室

第１０週 機電坑内・坑外実習概況説明（技術・工程・保安）

坑外実習

坑内実習（ポンプ・ガスインターロック設備・本継ぎ）

第１１週 機電坑内実習概況説明（機械・排水技術）

坑内実習（ポンプ・ガスインターロック設備・ＧＭ設備）

坑内実習（ポンプ・ガスインターロック設備・本継ぎ）

坑内実習（ベルトコンベアー設備・連動電設・保安設備・連動設備）
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第１２週 機電専門（ドラムカッター、コンテニアスマイナー・シャトルカー）

機電専門（揚炭～選炭技術）→機電ディスカッション

坑内実習（保安設備・連動設備）

坑内実習（機器撤退）、研修生確認テスト

機電実習反省会・意見交換会

第１３週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

平成１９年度中国設備自動化省エネ技術習熟コースの研修内容について

産炭国石炭産業高度化事業の中国設備自動化省エネ技術習熟コースは、１２名×

１回で平成１９年１２月４日から釧路コールマインに研修生を受け入れることから

スタートした。釧路での研修期間は、約１３週間である。

この設備自動化省エネコースの特徴としては、８００ｋｗの大型巻揚機で使用し

釧路コールマインが独自に開発した経過と自動化により、ワイヤーロープの連続監

視システムを保安の確保・効率的な運営及びコスト削減等に活かすことを研修に取

り入れたカリキュラムとした。また、研修生に実習を通し集中監視に連動した排水

・揚炭・保安監視システム、省エネ等の技術の習得を図った。

４．１．６ ベトナム保安・生産管理向上コース

保安生産管理向上コースについては、炭鉱の経営管理者または将来の経営管理者候補な

どを対象とし、通気・ガス管理、出水災害防止、機器導入に伴うシステム（保安・生産人

材育成）構築、集中監視システムの構築、環境保護と品質管理、自主管理・自主管理運営、

職場規律の確立等炭鉱の保安管理、生産管理者、生産管理、労務管理の研修を行った。

通気関係はベトナムの深部化に伴い保安・生産管理コースとしての役割を担うために、

重大災害の防止については、もちろんのこと各現場独自での通気体制の構築を目的とした

講義を行い、かつ災害事例を元に『どう経営に影響するか？いかに災害を起こさない管理

・運営をしなければならないか？』を取り入れ研修の充実を図った。

ベトナム保安生産管理向上コースＡ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

第２週 炭鉱概要→掘進現場見学

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

保安管理（組織・体制・自主保安）、自然発火防止技術
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第３週 生産管理（組織・体制）、選炭工場見学、スライム工場見学

札幌研修

第４週 クドバス及び実習

五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

第５週 保安管理（０災害・指差呼唱・自主管理・自主運営）

鉱山保安監督（監督業務・監督行政）

炭鉱長ディスカッション、通気技術（概要・組織・通気・ガス管理）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナム保安生産管理向上コースＢ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション

→日本語→坑外施設見学

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）

第２週 炭鉱概要→採炭現場見学

生産管理（理念・組織・体制）→掘進現場見学

第３週 五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

生産管理（管理・運営）、自然発火防止技術

第４週 保安管理（保安体制・運動）、クドバス及び実習

札幌研修

第５週 保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）→指令室見学

炭鉱技術（急傾斜採炭技術・炭鉱災害・保安管理）

炭鉱長ディスカッション、通気技術（概要・組織・通気・ガス管理）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナム保安生産管理向上コースＣ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション

→日本語→坑外施設見学

会社の効率向上法（ロスとコスト削減）
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第２週 通気技術（概要・組織・通気・ガス管理）、自然発火防止技術

五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

第３週 生産管理（理念・管理・運営）→採炭現場見学

通気技術（概要・組織・通気・ガス管理）→掘進現場見学

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

第４週 生産管理（管理・運営）→日本語→坑外施設見学

札幌研修

第５週 炭鉱技術（急傾斜採炭技術・炭鉱災害・保安管理）

保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット・自主管理・自主運営）

選炭工場見学、スライム工場見学→クドバス及び実習

炭鉱長ディスカッション→指令室見学

炭鉱技術（急傾斜採炭技術・炭鉱災害・保安管理）

鉱山保安監督（監督業務・監督行政）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナム保安生産管理向上コースＤ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

炭鉱概要→採炭現場見学

第２週 生産管理（管理・運営・理念・組織・体制）、日本語

炭鉱技術（急傾斜採炭技術・炭鉱災害）、鉱山保安監督（監督行政）

掘進現場見学

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

第３週 通気技術（通気・ガス管理）、鉱山保安監督（監督業務）

札幌研修

第４週 保安管理（保安体制・運動）、クドバス及び実習

五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

第５週 保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット・自主管理・自主運営）

指令室見学、選炭技術概要→選炭工場見学、スライム工場見学

炭鉱長ディスカッション、通気技術（概要・組織）

自然発火防止技術、会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着
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平成１９年度ベトナム保安・生産管理向上コースの研修内容について

産炭国石炭産業高度化事業のベトナム保安・生産管理向上コースは、４名×４回

に分け、平成１９年５月１日から釧路コールマインにこのコースの第一回目の研修

生を受け入れることからスタートした。釧路での研修期間は、約６週間である。

研修生は、ベトナムの炭鉱経営者や幹部クラスであり、研修内容についても炭鉱

における炭鉱技術、生産管理、人材育成、保安管理について研修のニーズに対応し

たカリキュラムとした。また、保安最優先で計画出炭量の確保とコスト削減、ベト

ナムでの今後の問題と対策等、研修生からの意見を都度反映できるように日本の取

り組みと経験、実例を元に、ベトナム研修生との意見交換も取り入れ行った。

４．１．７ ベトナム通気・保安技術管理実践コース

ベトナム通気・保安技術管理実践コースについては、炭鉱現場技術者を対象とし、

通気網解析・通気測定・通気設備・ガス抜きボーリング・密閉・ミルク注入・温度

観測・データ管理等、坑内の通気関連設備を活用した研修と実際坑内での管理状況

を実習し、実験装置を利用し、ガス爆発、炭塵爆発の恐ろしさと対策について、主

に通気管理、ガス管理、保安管理技術について、実習を含む研修を行った。

ベトナム通気・保安技術管理実践コースＡ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

第２週 法定教育（入坑の心得、規則、決まり、他）→日本語→炭鉱概要

掘進現場見学

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

第３週 法定教育→日本語→通気技術（概要・組織・採炭掘進通気管理）

通気坑外実習（ガス・炭塵爆発・静電気爆発等）

札幌研修

第４週 通気管理技術（ガス抜きブロアーサンプル採取・ガス分析）

文化研修

通気管理技術（自然発火・坑内火災・密閉・枠裏充填・温度観測）

通気管理技術（ガス抜き・通気管理方法・通気制御・インターロック）

通気実習（温度・ＣＯ測定・充填不燃化）

第５週 会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

通気技術（災害事例）→採炭現場見学

通気管理技術実習（通気計画・通気測定・通気網解析・風丸）

研修生確認テスト（専門）
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第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナム通気・保安技術管理実践コースＢ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション

→日本語→炭鉱概要

坑外施設見学→採炭現場見学

第２週 法定教育（入坑の心得、規則、決まり、他）→掘進現場見学

通気技術（概要・組織・運営管理・採炭掘進通気管理）

第３週 通気技術（災害事例)→通気坑外実習（ガス・炭塵爆発・静電気爆発等）

集中監視（模擬坑道・各種センサー）→坑内実習（密閉・ガス抜き）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

通気管理技術（ガス抜きブロアーサンプル採取・ガス分析）

通気管理技術（自然発火・坑内火災・密閉・枠裏充填・温度観測）

第４週 通気坑外実習（通気管理方法・通気制御・インターロック）

会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

札幌研修

第５週 通気技術（密閉・枠裏充填・温度観測・ガス抜き）

文化研修

通気管理技術実習（通気計画・通気測定・通気網解析・風丸）

研修生確認テスト（専門）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナム通気・保安技術管理実践コースＣ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション

→日本語→坑外施設見学

会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

第２週 法定教育（入坑の心得、規則、決まり、他）

→日本語→炭鉱概要

採炭現場見学
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第３週 法定教育→掘進現場見学

通気坑外実習（ガス・炭塵爆発・静電気爆発等）→日本語

通気技術（概要・組織・運営管理・自然発火・坑内火災）

通気坑内実習（温度・ＣＯ測定・充填不燃化）

第４週 通気管理技術（自然発火・坑内火災・密閉・枠裏充填・温度観測）

試錐技術（概要・組織・運営・出水災害防止・坑外Ｂｒ施設見学）

札幌研修

第５週 通気坑外実習（ガス抜き・通気管理方法・通気制御・インターロック）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

通気管理技術実習（通気計画・通気測定・通気網解析・風丸）

研修生確認テスト（専門）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナム通気・保安技術管理実践コースＤ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション

→日本語→坑外施設見学

法定教育（入坑の心得、他）

第２週 法定教育→日本語→炭鉱概要

採炭現場見学、掘進現場見学

通気技術（概要・組織・運営管理・採炭掘進通気管理）

第３週 通気管理技術実習（通気計画・通気測定・通気網解析・風丸）

会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

第４週 試錐技術（概要・組織・運営・出水災害防止・坑外Ｂｒ施設見学）

通気管理技術（自然発火・坑内火災）、

通気坑外実習（ガス・炭塵爆発・静電気爆発等）

札幌研修

第５週 通気技術（災害事例）→通気実習（温度・ＣＯ測定・充填不燃化）

通気管理技術（ガス抜きブロアーサンプル採取・ガス分析）

通気管理技術（密閉・枠裏充填・温度観測・ガス抜き）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

通気坑外実習（通気管理方法・通気制御・インターロック）

研修生確認テスト（専門）
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第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナム通気・保安技術管理実践コースＥ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート

→オリエンテーション→防災センター

日本語→坑外施設見学

炭鉱概要→採炭現場見学

第２週 法定教育（入坑の心得、規則、決まり、他）→掘進現場見学

通気技術（概要・組織・運営管理・採炭掘進通気管理）

第３週 試錐技術（概要・組織・運営・出水災害防止・坑外Ｂｒ施設見学）

通気技術（災害事例）、通気管理技術（自然発火・坑内火災）

通気坑外実習（ガス・炭塵爆発・静電気爆発等）

通気管理技術（ガス抜きブロアーサンプル採取・ガス分析）

集中監視（模擬坑道・各種センサー）

第４週 通気管理技術（密閉・枠裏充填・温度観測ガス抜き）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

札幌研修

第５週 通気坑外実習（通気管理方法・通気制御・インターロック）

通気管理技術実習（通気計画・通気測定・通気網解析・風丸）

研修生確認テスト（専門）

会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナム通気・保安技術管理実践コースＦ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

法定教育（入坑の心得、他）→日本語→炭鉱概要

第２週 法定教育→採炭現場見学

掘進現場見学→日本語

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）
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第３週 法定教育→日本語→通気技術（概要・組織・運営・採炭掘進通気管理）

札幌研修

第４週 通気技術（災害事例）

通気坑外実習（ガス・炭塵爆発・静電気爆発等）

通気管理技術（ガス抜きブロアーサンプル採取・ガス分析）

通気管理技術実習（通気計画・通気測定・通気網解析・風丸）

第５週 通気管理技術（自然発火・坑内火災）

通気実習（温度・ＣＯ測定・充填不燃化）

通気実習（密閉・枠裏充填・温度観測・ガス抜き・各種センサー）

研修生確認テスト（専門）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

平成１９年度ベトナム通気・保安技術管理実践コースの研修内容について

産炭国石炭産業高度化事業のベトナム通気・保安技術管理実践コースは、４名×

６回に分け、平成１９年５月１日から釧路コールマインにこのコースの第一回目の

研修生を受け入れることからスタートした。釧路での研修期間は、約６週間である。

研修生は、主に通気技術者を想定して研修を行った内容であったが、実際には通

気専門の技術者だけでなく、採炭・掘進等の採鉱分野及び保安関係専門の研修生が

半々位コースに配属されて来ているため講義内容もその都度基礎部分からのスター

トとなった。また、通気関係は、ベトナムの炭鉱の深部化、奥部化に伴い通気・保

安技術コースとしての役割を担うために、重大災害の防止については勿論のこと、

各受入炭鉱独自での通気体制の構築を目的とした講義を行い、通気体験実習の中で、

臭気、ガス炭塵爆発実験等を取り入れ研修の充実を図った。

４．１．８ ベトナムボーリング技術実践コース

ベトナムボーリング技術実践コースについては、炭鉱現場技術者を対象とし、効

率的なガス抜きボーリングの設計と設備、最適なガス抜き制御を学び、指向性ボー

リングと二重管工法の実技研修を取り入れ、主にボーリング技術向上のために実習

を含む研修を行った。

ベトナムボーリング技術実践コースＡ（３名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション

→日本語→坑外施設見学
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第２週 法定教育（入坑の心得、他）→日本語→試錐技術（概要）

炭鉱概要法定教育→掘進現場見学

保安管理（０災害・指差呼唱）、通気管理技術（概要・組織・運営）

第３週 法定教育→日本語→保安管理（自主保安・保安理念）

試錐技術（先進・水抜き・ガス・大口径）

札幌研修

第４週 ボーリング実習教育（ＲＫ機器説明・保安教育）

ボーリング実習（ＲＫ）穿孔・拡孔・口元パイプ入れ・口元設備

ボーリング実習（ＲＫ）２吋パイプ挿入・ポンプ整備・整理整頓

文化研修

第５週 指向性ボーリング実習教育（指向性概要・仕様・工法）

他産業訪問（近郊ボーリング施設訪問）

指向性ボーリング実習、整理整頓、採炭現場見学

坑内外実習反省会・意見交換会、研修生確認テスト（専門）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナムボーリング技術実践コースＢ（３名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→試錐技術（概要）

法定教育（入坑の心得、他）→日本語→坑外施設見学

第２週 試錐技術（先進・水抜き・ガス・大口径）→採炭現場見学

法定教育→掘進現場見学

第３週 他産業訪問（近郊ボーリング施設訪問）

ボーリング実習教育（二重管概要・仕様・工法・災害事例）

ボーリング実習（ＴＯＰ-ＴＭ、穿孔、拡孔・口元パイプ入れ）

ボーリング実習・整理整頓、通気管理技術（災害事例）

第４週 通気技術（概要・組織・通気・ガス管理）

保安管理（自主保安・保安理念・指差呼唱・ヒヤリハット）

札幌研修

第５週 指向性ボーリング実習教育（指向性概要・仕様・工法）

指向性ボーリング実習（穿孔機操作・センサー組立・ロッド挿入）

指向性ボーリング実習（計測・掘削・ロッド抜き・整理）

研修生確認テスト（専門）
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第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナムボーリング技術実践コースＣ（３名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション（交通・規則・他）

坑外施設見学→日本語→防災センター

試錐技術（概要）→試錐技術（先進・水抜き・ガス・大口径）

第２週 炭鉱概要→採炭現場見学

保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）→掘進現場見学

通気技術（概要・組織・通気・ガス管理）→法定教育→日本語

第３週 法定教育→日本語

指向性ボーリング実習教育（指向性概要・仕様・工法）

指向性ボーリング実習（穿孔機操作・センサー組立・ロッド挿入）

指向性ボーリング実習（計測・掘削）

第４週 指向性ボーリング実習（掘削・ロッド抜き・整理）

他産業訪問（近郊ボーリング施設訪問）

札幌研修

第５週 ボーリング実習教育（二重管概要・仕様・工法・災害事例）

ボーリング実習（ＴＯＰ-ＴＭ、穿孔、拡孔・口元パイプ入れ）

ボーリング実習（掘削・ロッド抜き・整理整頓）

保安管理（自主保安・保安理念）

坑内外実習反省会・意見交換会、研修生確認テスト（専門）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナムボーリング技術実践コースＤ（３名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

試錐技術（概要）→試錐技術（先進・水抜き・ガス・大口径）

第２週 法定教育（入坑の心得、他）→日本語→炭鉱概要

法定教育→採炭現場見学→掘進現場見学

通気技術（概要・組織・通気・ガス管理・自然発火・坑内火災）
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第３週 法定教育→日本語

保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット自主保安・保安理念）

札幌研修

第４週 ボーリング実習教育（二重管概要・仕様・工法・災害事例）

ボーリング実習（ＴＯＰ-ＴＭ、穿孔、拡孔・口元パイプ入れ）

ボーリング実習（掘削・ロッド抜き・整理整頓）

通気技術（通気管理）

第５週 指向性ボーリング実習教育（指向性概要・仕様・工法）

指向性ボーリング実習（穿孔機操作・センサー組立・ロッド挿入）

指向性ボーリング実習（計測・掘削・ロッド抜き）

坑内外実習反省会・意見交換会、研修生確認テスト（専門）

他産業訪問（近郊ボーリング施設訪問）

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

平成１９年度ベトナムボーリング技術実践コースの研修内容について

産炭国石炭産業高度化事業のベトナムボーリング技術実践コースは、３名×４回

に分け、平成１９年５月１日から釧路コールマインにこのコースの第一回目の研修

生を受け入れることからスタートした。釧路での研修期間は、約６週間である。

研修生は、法定教育を終了後に主にボーリングの座学から始まり、概要及び仕様

機器の構造、取り扱い、保安上の対策等を勉強し、実技研修に入った。

この研修は、通常のＲＫ及びＴＯＰのボーリングの実習を終え、指向性ボーリン

グを行うことに依り、１箇所の穴を利用し複数のボーリング探査、先進、ガス抜き

等が可能であるため、より良い効率性とデータ解析によつて、最新の技術を実習で

きるカリキュラムの設定とした。

４．１．９ ベトナム救護技術実践コース

ベトナム救護技術実践コースについては、炭鉱現場技術者を対象とし、訓練坑道

での救護隊訓練と合わせ救護隊の心構え、救急法・酸素呼吸器の取り扱いを主に救

護の研修を行った。

ベトナム救護技術実践コースＡ（５名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→炭鉱概要

坑外施設見学→掘進現場見学
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第２週 救護技術（概要・組織・運営）→採炭現場見学

救護技術（酸素呼吸器概要）→日本語→救護隊施設説明

救護坑外実習（基本動作・酸素呼吸器の取り扱い）

酸素呼吸器取り扱い確認テスト

文化研修

第３週 救護坑外実習（基本動作・酸素呼吸器の取り扱い）

救護隊坑外実習（酸素呼吸器着装実技・坑内探検・空気袋密閉）

救護隊坑外実習（延長風道・インパレス消火）

第４週 救護隊坑外実習

（基本動作・酸素呼吸器着装実技・発泡消火・直接消火）

救護隊坑外実習（一連作業罹災者救出）

札幌研修

第５週 災害事例研究（救護隊出動事例）

救護技術（救急法概要・止血法説明）、救護坑外実習（救急法実習）

救護技術（包帯法実習・心肺蘇生法実習・酸素呼吸器取り扱い）

救護技術坑外実習（酸素呼吸器着装実技）

実習反省、研修生確認（専門）テスト・有資格テスト

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナム救護技術実践コースＢ（７名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション

坑外施設見学→日本語→防災センター

救護技術（概要・組織・運営）→日本語→救護技術（酸素呼吸器概要）

第２週 救護技術（酸素呼吸器の取り扱い）→救護隊施設説明

炭鉱概要→採炭現場見学

救護技術（酸素呼吸器の構造）→掘進現場見学

救護坑外実習（基本動作・酸素呼吸器の取り扱い）

第３週 救護坑外実習（基本動作・酸素呼吸器の取り扱い・一連動作）

救護隊坑外実習（酸素呼吸器整備方法）、学科・実技テスト

公開着装訓練

通気技術（各測定器取り扱い）

第４週 救護隊坑外実習（延長風道・インパレス消火・空気袋密閉）

札幌研修
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第５週 救護隊坑外実習（発泡消火・直接消火）

救護技術（救急法概要・止血法説明）、救護坑外実習（救急法実習）

救護技術（包帯法実習・心肺蘇生法実習）

救護技術坑外実習（一連作業罹災者救出・酸素呼吸器着装実技）

公開着装訓練・実習反省、研修生確認（専門）テスト・有資格テスト

第６週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会

→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

平成１９年度ベトナム救護技術実践コースの研修内容について

産炭国石炭産業高度化事業のベトナム救護技術実践コースは、５名×１回、７名

×１回の計２回に分け、平成１９年６月１９日から釧路コールマインにこのコース

の第一回目の研修生を受け入れることからスタートした。釧路での研修期間は、約

６週間である。

救護隊は、自分を守り、かつ人名救助隊としての団体行動が、直接人命に係わっ

てくるため、規律と秩序、技術、体力、精神が伴わなければならないことを精神面

から指導しなければ、救護隊の使命が果たされない。今回、救護技術実践コースに

配属された研修生の人数の内、半数以上が救護隊等の未経験者であるため、実際の

実習では、基本動作を中心にカリキュラムが組んで行った。また、酸素呼吸器の取

り扱いについては、特に直接、人命に係わるため全員が完璧に取り扱いできるまで、

数度となく実習を繰り返すこととなった。

４．１．１０ ベトナム機械化採炭技術習熟コース

ベトナム機械化採炭技術習熟コースについては、炭鉱現場技術者を対象とし、坑

内の稼働現場にて、新設・稼働・撤退を主に自走枠とリトリバーを用い機械化採炭

のノウハウを勉強すると共に機器使用時の保安対策、現場運営、人員管理方法及び

坑道維持の方法等について、実習を含む採炭技術の研修を行った。

ベトナム機械化採炭技術習熟コースＡ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション

→日本語→坑外施設見学

法定教育（入坑の心得、他）

→日本語→炭鉱概要

法定教育→採炭現場見学
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第２週 法定教育→掘進現場見学

法定教育→日本語

文化研修

水力採炭技術

第３週 採炭実習概要説明（保安・実習内容・技術・自走枠操作概要）

自走枠操作概要→自走枠操作実技

研修生確認テスト

第４週 採炭実習（退避経路確認・ＳＤ付属機器及び採炭システム説明）

採炭実習（サーベル・ＳＬ・モーター・レジューサー冷却配管他）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

採炭実習（自走枠配管説明・自走枠電気品説明と実習）

第５週 採炭実習（自走枠操作実習）

会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

自走枠操作実習反省・意見交換会、研修生確認テスト（専門）

第６週 資格教育（リトリバー）、研修生確認テスト

坑外リトリバー実習

他産業訪問

第７週 坑外リトリバー実習

札幌研修

第８週 自走枠撤退・リトリバー実習説明（工程・保安）

採炭実習（撤退）、リトリバー実習

自走枠撤退・リトリバー実習反省、意見交換会、研修生確認テスト

第９週 五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議及び実習

第１０週 資格教育（バックホー・ツインヘッダー）

第１１週 資格教育（バックホー・ツインヘッダー）

研修生確認テスト

坑外実習（バックホー）

坑道維持・下盤打ち実習概要説明（工程・保安）

坑内坑道維持・下盤打ち実習（バックホー・ツインヘッダー）

第１２週 坑内坑道維持・下盤打ち実習（バックホー・ツインヘッダー）

坑道維持・下盤打ち実習反省・意見交換、研修生確認テスト

発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

第１３週 宿舎→研修センター→釧路空港→東京着
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ベトナム機械化採炭技術習熟コースＢ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

第２週 炭鉱概要→採炭現場見学

法定教育（入坑の心得、他）→掘進現場見学

法定教育→日本語

水力採炭技術

第３週 法定教育→日本語→法定教育

五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

第４週 なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議及び実習

第５週 資格教育（バックホー・ツインヘッダー）、研修生確認テスト（専門）

坑外実習（バックホー）

第６週 坑道維持・下盤打ち実習概要説明（工程・保安）

坑内坑道維持・下盤打ち実習（バックホー・ツインヘッダー）

第７週 坑道維持・下盤打ち実習反省・意見交換、研修生確認テスト

採炭実習（退避経路確認・ＳＤ付属機器及び採炭システム・撤退説明）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

文化研修

他産業訪問

第８週 採炭実習（撤退・入排気・撤退現場説明）

採炭実習（自走枠操作概要・自走枠操作）

研修生確認テスト

第９週 採炭実習（自走枠配管設備・新設実習・自走枠操作）

第１０週 自走枠操作実習反省・意見交換会、研修生確認テスト（専門）

札幌研修

第１１週 資格教育（リトリバー）、研修生確認テスト

坑外リトリバー実習

第１２週 自走枠撤退・リトリバー実習説明（工程・保安）

採炭実習（撤退）、リトリバー実習

自走枠撤退・リトリバー実習反省、意見交換会、研修生確認テスト

第１３週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着
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平成１９年度ベトナム機械化採炭技術習熟コースの研修内容について

産炭国石炭産業高度化事業のベトナム機械化採炭技術習熟コースは、４名×２回

の計２回に分け、平成１９年６月１１日から釧路コールマインにこのコースの第一

回目の研修生を受け入れることからスタートした。釧路での研修期間は、約１３週

間である。

ベトナムでは、機械化採炭に向けた移行が強いが、自然条件の影響もあり未だに

鉄柱・カッペによる採炭が殆どを占めているのが現状である。そこで、機械化によ

る採炭切羽での採掘には、システム、人員管理、運営及び保安確保等の観点から釧

路コールマインの採炭技術を重視していると言うベトナム側の強い要望に応えるよ

うな研修内容にした。釧路コールマインでの採炭技術の研修内容は、研修生にとっ

て見るも触るも初めてのものばかりであるが、実際に稼働する現場での実習につい

ては、座学・見学だけでは体験できない実践的な細かい部分を取り入れ、研修生に

技術を習熟できるようなカリキュラムを設定した。

釧路コールマインはドラムカッターと自走枠の採炭技術がこのコースの目玉とし

て研修カリキュラムを構成しているが、日本の石炭の歴史を振り返るとその他にも

炭鉱の条件によっては様々な採掘技術があり、その一環として外部講師を迎え入れ

水力採炭技術に関するカリキュラムを取り入れた。研修生にとっては新しい情報と

して関心を示してくれた。

４．１．１１ ベトナム機械化掘進技術習熟コース

ベトナム機械化掘進技術習熟コースについては、炭鉱現場技術者を対象とし、坑

内の稼働現場にて、コンテニアスマイナーやシャトルカーを用いた掘進技術とシス

テムを学び、保安確保と保安対策・自主管理・自主運営・ロックボルト施工技術・

坑道支保技術を用いた施工技術等について、実習を含む研修を行った。

ベトナム機械化掘進技術習熟コースＡ（４名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション

→日本語→坑外施設見学

炭鉱概要→掘進現場見学

第２週 法定教育（入坑の心得、他）→日本語

炭鉱技術（急傾斜採炭・炭鉱災害・保安管理）

保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）

第３週 なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議及び実習

五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）
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第４週 保安管理（自主保安）→採炭現場見学

資格教育（ＣＭ）、研修生確認テスト（専門）

資格教育（ＳＣ）

第５週 資格教育（ＳＣ）、研修生確認テスト（専門）

坑外実習（ＣＭ・ＳＣ）

第６週 ＣＭ・ＳＣ実習概要説明（工程・保安）

掘進実習（掘進実技実習）

会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

第７週 掘進実習（掘進実技実習）

文化研修

第８週 掘進実習（掘進実技実習）

ＣＭ・ＳＣ実習反省、意見交換会、研修生確認テスト

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

ロック・ケーブルボルト実習内容概要説明（工程・保安）

第９週 ロックボルト実習（コア採取・分析・テルテール）

札幌研修

第１０週 ロックボルト実習（コア採取・分析・テルテール）

ロックボルト実習（天盤制御・ケーブルボルト）

第１１週 ロックボルト実習（天盤制御・ケーブルボルト）

他産業訪問

第１２週 ロックボルト実習（天盤制御・ロックボルト・ケーブルボルト）

ロック・ケーブルボルト実習反省・意見交換会、研修生確認テスト

第１３週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナム機械化掘進技術習熟コースＡ（３名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

第２週 法定教育（入坑の心得、他）→日本語→炭鉱概要

採炭現場見学→掘進現場見学

第３週 炭鉱技術（急傾斜採炭・炭鉱災害・保安管理）→日本語

保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット・自主保安）

資格教育（ＣＭ）、研修生確認テスト（専門）
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第４週 資格教育（ＳＣ）

第５週 資格教育（ＳＣ）、研修生確認テスト（専門）

坑外実習（ＣＭ・ＳＣ）

第６週 文化研修

ＣＭ・ＳＣ実習概要説明（工程・保安）

掘進実習（掘進実技実習）

第７週 掘進実習（掘進実技実習）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

ＣＭ・ＳＣ実習反省、意見交換会、研修生確認テスト

第８週 なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議及び実習

五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

第９週 他産業訪問

ロック・ケーブルボルト実習内容概要説明（工程・保安）

ロックボルト実習（コア採取・分析・テルテール）

第１０週 ロックボルト実習（コア採取・分析・テルテール）

札幌研修

第１１週 ロックボルト実習（天盤制御・ケーブルボルト）

第１２週 ロックボルト実習（天盤制御・ロックボルト・ケーブルボルト）

ロック・ケーブルボルト実習反省・意見交換会、研修生確認テスト

第１３週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

平成１９年度ベトナム機械化掘進技術習熟コースの研修内容について

産炭国石炭産業高度化事業のベトナム機械化採炭技術習熟コースは、４名×２回、

の計２回に分け、平成１９年９月４日から釧路コールマインにこのコースの第一回

目の研修生を受け入れることからスタートした。釧路での研修期間は、約１３週間

である。しかし、２回目の研修生１人については、研修期間残り１週間で本国の事

情により、帰国するに至った。

実技研修は、特に坑内外の実習現場で実習を行うため、リスクアセスメントの手

法を取り入れて行った。実際に稼働している現場での実習に際しては、特に現場の

現況調査によりリスクのレベルの算定及びリスクの評価を行い、現場関係者と連絡

を取りあって事前対策を立ててから行う研修とした。

研修生とのディスカッションを実施し、その結果を研修内容に反映するようにカ

リキュラムの中にも反映し行った。
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４．１．１２ ベトナム設備自動化技術習熟コース

ベトナム設備自動化技術習熟コースについては、炭鉱現場技術者を対象に、主に

機器保全、自動化、ベルトコンベア、巻揚機、ポンプ等の自動化システムを活用し

た坑内での実習と設備集中監視システム、ワイヤーロープ連続監視装置を開発した

その経過と自動化による管理の一元化、機器保全を行った。また、実習は、特に機

器保全、自動化、省エネに関する技術を主に研修を行った。

ベトナム設備自動化技術習熟コースＡ（６名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション→日本語→坑外施設見学

炭鉱概要→採炭現場見学

保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）→掘進現場見学

第２週 電気技術（電気一般・機器・保護継電器・力率改善・シーケンス）

電気技術（電気鉄道・材料・電圧降下計算・配電線路・電気災害）

電気技術（短絡電流計算・坑内通信装置・センサー・インターロック）

第３週 なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議及び実習

五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

第４週 ＣＡＤ実習概要説明（図面作図）

ＣＡＤ実習（図面作図）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

第５週 保安管理（自主保安）→日本語→ 法定教育（入坑の心得、他）

会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

第６週 法定教育→日本語

機械技術（大型巻揚機・ワイヤーロープ・油圧機器・油圧機器実習）

機械技術（ＳＤＬ・バックホー・ベルトコンベアー・曲がりベルト）

第７週 研修生確認テスト（専門）→機電坑外実習説明（技術・工程）

札幌研修

第８週 坑外実習（ケーブル接続）

他産業訪問

坑外実習（ケーブル接続・コールピック・エアーブロック・薩摩入れ）

坑外実習（コース元・電磁開閉器）、坑外実習確認テスト

第９週 文化研修

機電専門（ロードヘッダー・コンティニアスマイナー・シャトルカー）

機電専門（ポンプ・ガスインターロック設備・自動排水設備）

機電専門（ドラムカッター）
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第１０週 機電坑内実習概況説明（技術・工程・保安）

坑内実習（ポンプ・ガスインターロック設備）

第１１週 坑内実習（ポンプ・ガスインターロック設備・ＧＭ設備）

坑内実習（ワイヤー本継ぎ・ＧＭワイヤー本継ぎ緊張）

坑内実習（ベルトコンベアー設備・連動電設・保安設備・連動設備）

第１２週 坑内実習（保安設備・ハイコーダーによる計測）

坑内実習（機器撤退）、研修生確認テスト

選炭技術（概要）、選炭・スライム工場見学

機電実習反省会・意見交換会

発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

第１３週 宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

ベトナム設備自動化技術習熟コースＢ（６名）

第１週 東京→釧路→宿舎（生活指導）研修施設案内

対面式→カントリーレポート→オリエンテーション→防災センター

オリエンテーション

→日本語→坑外施設見学

法定教育（入坑の心得、他）→日本語

第２週 法定教育→日本語

機械技術（大型巻揚機・ワイヤーロープ・油圧機器・油圧機器実習）

機械技術（ベルトコンベアー・曲がりベルト・排水設備）

第３週 機械技術（ＳＤＬ・バックホー・）

電気技術（電気一般・機器・保護継電器・力率改善・シーケンス）

電気技術（電気鉄道・材料・電圧降下計算・配電線路・電気災害）

採炭現場見学、掘進現場見学

第４週 電気技術（短絡電流計算・坑内通信装置・センサー・インターロック）

研修生確認テスト（専門）、保安管理（指差呼唱・ヒヤリハット）

ＣＡＤ実習概要説明（図面作図）

ＣＡＤ実習（図面作図）

第５週 ＣＡＤ実習（図面作図）

なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議及び実習

文化研修

第６週 保安管理（自主保安）→機電坑外実習説明（技術・工程）

会社の効率向上手法（ロスとコスト削減）

機電専門（ポンプ・ガスインターロック設備）
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第７週 坑外実習（ケーブル接続・リレー動作試験）

坑外実習（ケーブル接続・ベルト接続・エアー機器整備）

坑外実習確認テスト、機電施設現場見学

第８週 機電坑内実習概況説明（技術・工程・保安）

坑内実習（ホイスト機器設備）

会社の効率向上手法（リーダーシップとマネージメント）

選炭技術（概要）、選炭・スライム工場見学

第９週 機電専門（ロードヘッダー・コンティニアスマイナー・シャトルカー）

札幌研修

第１０週 五段階問題解決法（現状・マイナス・原因・目標・対策・効果・発表）

機電専門（ドラムカッター）

第１１週 坑内実習（ポンプ・ガスインターロック設備・ＧＭ設備）

坑内実習（ワイヤー本継ぎ・ＧＭワイヤー本継ぎ緊張）

坑内実習（ベルトコンベアー設備・連動電設・保安設備・連動設備）

第１２週 他産業訪問

坑内実習（ベルトコンベアー保安設備・ハイコーダーによる計測）

坑内実習（パンツアーコンベアー保安設備・機器撤退）

研修生確認テスト

機電実習反省会・意見交換会

第１３週 発表会（研修所感・決意表明）・意見交換会→整理整頓→終了式

宿舎→研修センター→釧路空港→東京着

平成１９年度ベトナム設備自動化技術習熟コースの研修内容について

産炭国石炭産業高度化事業のベトナム設備自動化技術習熟コースは、６名×２回

に分け、平成１９年６月１１日から釧路コールマインにこのコースの第一回目の研

修生を受け入れることからスタートした。釧路での研修期間は、約１３週間である。

この設備自動化コースの特徴としては、８００ｋｗの大型巻揚機で使用し釧路コ

ールマインが独自に開発した経過と自動化により、ワイヤーロープの連続監視シス

テムを保安の確保・効率的な運営及びコスト削減等に活かすことを研修に取り入れ

たカリキュラムとした。また、研修生に実習を通し集中監視に連動した排水・揚炭

・保安監視システム等の技術の習得を図った。

ベトナムでは、ベルト揚炭ルートの連動化が進んでおらず、設備の役割と目的に

ついても座学を通し研修を行った。
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４．２ 研修内容

研修は、来釧時直後に宿舎の生活指導から始まり研修施設の案内、対面式、オ

リエンテーションで研修生の自己紹介を兼ねて研修に当たっての研修目的を発表

する内容になつている。また、研修前半に釧路コールマイン概要を含む座学と坑

内外の見学が主体で行い、後半は専門教育、実習、実技研修を主に実施した。座

学は、研修生が容易に理解できるよう視覚教材を使い、パワーポイント及びビデ

オ等で行った。

研修は、朝の１５分間のホームルーム（ＨＲ）で始まり、座学４５分、休憩１

５分のローテーションで、９時から１７時まで途中昼食時間１２時から１３時の

１時間を除き行った。

坑内の稼働現場、施設見学は１３時４０分入坑、１６時昇坑を基本パターンと

して行った。坑内実技は、１０時入坑、１６時昇坑を基本とし、昇坑後は反省会

を行って、一日の保安上、または、実習の中での問題点を明日の研修に活かす取

り組みで実施した。坑外実習は、９時１５分から１７時まで、昼食をはさみ最後

の反省会で終了とした。

４．２．１ 共通研修

１）オリエンテーション（座学）

初日は、研修センターの大研修室にて対面式を行い、各研修生の（カントリ

ーレポート）炭鉱及び勤務先、業務内容紹介、保安状況、研修生自身が抱えて

いる問題及び、この研修の目標と研修に対する聞き取りを実施し、研修グルー

プとしての今後の対応を図った。

オリエンテーションは１日ないし２日間をかけて実施した。釧路研修滞在中

の研修・生活に関わる規則・決まりなどを説明し、その他、日本の文化、釧路

市の紹介などを行った。さらに釧路市の防災センターで地震対応、初期消火等

の実習指導を行った。また、指定金融機関担当者による口座開設とその使用方

法の説明及び、釧路市役所による外国人登録証手続きを行った。オリエンテー

ション最終日には、入坑の心得と危険防止に関する注意事項、規則決まりの教

育を行った。

オリエンテーションの内容を以下に示す。

（１）研修施設内及び宿舎の決まりと心得

・挨拶の励行

・廊下、食堂、談話室での規律

・始業時間の厳守について

・施設内の服装及び名札の着装について



- 53 -

・研修室内の上履きの基準と宿舎入室時の脱靴について

・施設及び宿舎内の備品の取り扱いについて

・研修施設食堂の利用時間について

・授業時間、休憩時間などについて

・喫煙、禁煙について

・研修センター遊具利用について

（２）生活情報

・戸締まりと玄関鍵の管理について

・門限及び就寝時間について

・ゴミの分別方法について

・宿舎及び部屋内の設備について

・宿舎における電気、ガス器具の安全な使い方について

・風呂、シャワー、トイレの使い方について

・地震発生時の対処について

・日本の通貨について

・バス・タクシーの利用方法と最寄りのバス停留所について

・自転車の使用について

・交通ルールと自転車の正しい乗り方

（３）金融機関、郵便局と電話について

・最寄りの銀行、郵便局の紹介

・故郷への手紙の出し方

・指定金融機関（釧路信金）による口座開設と使用方法の説明

・公衆電話の種類

・市内、市外、国際電話のかけ方とその料金

・ＩＣ電話とＩＣカードについて

（４）暮らしに役立つ一口メモ

・買い物（最寄りの商店等）

・釧路市民生協・コンビニエンスストアー

・賞味期限の説明

・日本の消費税について

（５）釧路警察署警備係による指導

・パスポートの常時携帯について

・被害者及び加害者にならないために

（６）釧路市と日本についての紹介

・日本の国土、地形、気候
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・日本文化

・釧路気候と人口

・市内紹介（歴史、経済）

（７）坑内の決まり

・保安五原則

・入昇坑時の心得

・服装、ＣＯマスクの装着法、救命器

・自己捜検

・人車乗降規律

・坑内歩行中の注意事項

（８）施設見学研修における注意事項について

・坑口周辺の施設見学

・他社訪問及び文化研修

・釧路炭鉱の関連会社への訪問など。

２）日本語

日本語の研修は、各コース毎に実施した。内容については、日本語の発音、

日本人とのコミュニケーション、生活に必要となる基礎的な会話（買い物）な

どに重点を置いて行った。また、日本語の授業中に日本の歌を取り入れ、昼食

後の眠たくなる時間に体を動かし口を動かすことで、研修生が午後からの授業

に集中出来るカリキュラムにした。研修生の中に日本語に興味を持ち、帰宅後

も宿舎に教科書を持ち込み日本語の勉強をして、積極的に日本人に接し、簡単

な日常会話をできる様になった研修生もいた。

３）採炭

カリキュラムにより各コース毎に採炭現場の見学前に行い、ＳＤ稼働と合わ

せて採炭の一連のシステムと保安の取り組み等、見学を行った。また、切羽終

堀に伴い稼働していない時期もあるため、その時は新設、撤退現場の見学とな

った。入坑時の質問、昇坑後の反省時間及びカリキュラムの中で反映されてい

る座学等を利用し、釧路コールマインで現在使用されている機器と開発されて

きた技術の背景と結果・課題、及びこれに伴う保安確保、労働態様の取組み、

出炭計画と出炭確保について研修生との意見交換を行った。

内容については、以下の通り。

（１）採炭概要

①ＳＤ採炭の前史（太平洋炭鉱における採炭技術の変遷）



- 55 -

・木枠、鉄柱カッペ、自走式鉄柱（IU･UU枠）

・コールピック、発破、コールカッター、電気ドリル、ホーベル採炭

②ＳＤ採炭の誕生

・OMKT枠からSMK枠へ

・高層用プラントＷＳＤの開発と豪州への進出

③ＳＤ採炭の開発と高出炭化

・薄層用、中層用、高層用自走枠の開発

・深部化、奥部化対策としての採掘方式、切羽旋回採炭、前進式ライナ

坑道式、袖巻充填坑道方式

・釧路コールマインの主力プラント、ＴＨ－７型自走枠と４ＬＳ－５型

ドラムカッター、切羽コンベアー（ＡＦＣ）、ステージローダー（Ｓ

Ｌ）

・世界の採炭技術

④ＳＤ採炭の運営

・新設、稼働、撤退などの人員について

⑤出炭計画と確保

・出炭計画作成

・職場運営と出炭確保の取り組み

（２）見学

①場所（現場）：上部左下層３号ＳＤ：上部左４号ＳＤ

②使用機器 ：ベルトコンベアー、曲がりベルトコンベアー、ギャドモ

ーター舟橇運搬、通信施設プロモス、バックホー、ザル

ツギッター、ステージローダー、切羽コンベアー、ＴＨ

－７型自走枠、４ＬＳ－ドラムカッター、ＣＨ４ガス警

報器他

③内容 ：ドラムカッターによる切削、ステージローダー・切羽コ

ンベアー及び自走枠の移設などを見学

④保安

・人車乗降に際しては、人車の停車を指差呼唱で確認しブザーが鳴って

からシャッターを開け乗降すること

・指導員の指示に従い単独で列を乱さないこと

・歩行時は、足元、頭上を確認しながら注意して歩行すること

・倒炭、間洩れ、及びドラムカッター切削時の飛炭に注意のこと

４）掘進
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坑内見学前に、掘進についての入坑前に事前教育を実施し、その後、坑内見

学を行った。内容は、入排気経路、歩行時の注意事項等、現在使用されている

掘進機械および技術の紹介、施枠方法、坑道支保、保安の取り組みなどに力点

をおいて行い、研修生の質疑に対応した。また、現場での質問及び昇坑後の反

省、座学の設定をカリキュラムに反映されたコース等では、実際の現場での体

験を含め意見交換等を行いながら研修生に対応した。

（１）沿層掘進概要

①沿層掘進の変遷

・坑道展開方式、掘進機、積み込み運搬機、後方運搬、支保工法の変遷

について

②沿層掘進システム

・コンティニアスマイナー（ＣＭ）とシャトルカー（ＳＣ）の組み合わ

せによる機械化掘進について

③掘進機械の概要説明、変遷

・コンティニアスマイナー、シャトルカー、ロードヘッダー（ＲＨ）

の概要

④切羽運営

・人員、施枠規格、施枠手順、坑道支保、支保手順、についての説明

⑤運搬システムの概要

・掘進現場で使用する資材、部材の搬出入方法の説明

⑥舟橇運搬システムの概要

・ギャドモーター、空気式緊張機、切羽シーブ、舟橇、についての説明

⑦沿層掘進システム（コンティニアスマイナー・自走式ベルトフィーダ）

・コンティニアスマイナーと自走式ベルトフィーダの組み合わせによる

機械化掘進について

⑧切羽掘進インターロックシステムの概要

・ガス管理、通気の目的、通気施設、押し込み通気、風管について

⑨掘進実績

・コンティニアスマイナー掘進実績表

⑩保安の取り組みと概要

・保安概要、保安運動の推移について

（２）坑道維持（ロックボルト）

①釧路炭鉱におけるロックボルト

・釧路炭鉱における取り組み及び実績

②ロックボルトシステム概要
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・初期計測、平行計測の必要性

・地圧応力の特性

・ロックボルトの基本打設設計方法

③ロックボルト効果

・楔形成効果、アーチ形成効果、吊下げ効果、キーイング効果について

④二次支保について

・二次支保の目的及びその実施方法

⑤打設機器、打設方法

・打設機器の種類説明及び取り扱い方法について

⑥計測機器、計測方法

・各計測機器の説明及び計測方法について

・ロックボルト作業時に起きた主な災害事例

⑦坑道維持（ケーブルボルト）について

・ケーブルボルトの目的

・ケーブルボルト施工方法及び部材

（３）見学

①場所（現場）

ＮＯ８－１２ＣＭ ：上部右２号ＳＤゲート、切羽面

：上部中央２号ＳＤ風坑

ＮＯ９－１２ＣＭ ：右４号ゲート

ＮＯ１１－１２ＣＭ：上部下層３号ＳＤ切羽面

：上部右下層２号ＳＤゲート

：右３号ＳＤ風坑、切羽面

ＮＯ１３－１２ＣＭ：左４号ゲート、切羽面

上部中央２号ＳＤゲート

②使用機器 ：コンティニアスマイナー、シャトルカー、バックホー、

サイドダンプ、チェーンコンベアー、集塵機他。

③内容 ：コンティニアスマイナー・シャトルカーによる連続切削、

施枠、後方運搬（舟橇運搬）、風管延長作業等を見学

（４）岩盤掘進

岩盤掘進では、さらに機械化掘進と仕繰拡大について説明した。釧路コー

ルマインで使用されている機器、技術開発されてきた背景と結果・課題につ

いて行った。また、これに伴う保安確保、労働態様の取組みについて説明、

見学については、コースによって見学出来ないコースもあったが、研修現場

掘削時の２ブームドリルジャンボ使用による岩盤掘進現場で対応した。



- 58 -

岩盤掘進概要

①岩盤掘進技術の変遷

・穿孔機、積込み機、火薬、発破法、掘進機、後方設備の変遷について

②発破掘進

・穿孔機のレッグハンマー、ドリルジャンボ各々の特徴、仕様

・発破法のＶカット法、バーンカット法について

・サイドダンプローダの仕様および使用実績

③完全機械化掘進

・ロードヘッター掘進機の特徴と機能

・チェーンコンベアーおよびシャトルカーによる硬出しシステム

・後方運搬システム

・アーチ枠支保および不燃化を目指したブルーフレックス支保とロック

ボルト支保の特徴

・通気システム集塵機の構造と機能

④岩盤掘進方式の比較

・レッグハンマー・２ブームドリルジャンボ・ロードヘッダーによる掘

進能率の比較

⑤岩盤掘進労働態様

⑥保安について

（５）指令室見学

・集団・主要ベルト監視・操作機器、監視用ＩＴＶモニターの説明

・主要巻揚機監視機器（モニター）の説明

・監視クライアント、データベースサーバ、監視サーバ他の説明

・防爆型ベルト巡視ロボットの説明

・特高変電室監視装置の説明

・入坑人員の掌握や異常時の対応についての説明

（６）選炭

中国、ベトナムにおいて選炭関係については、別会社の運営であり、日

本では、一炭鉱一選炭工場としているが、そのため受入研修生には、選炭

に関わる人が少ない。そのため最初に選炭の必要性、重要性についてポイ

ントを絞って、出来る限り解り易い内容で説明を行った。

釧路の選炭工場を紹介しながら、坑内から出てくる原炭が、どんな選炭

機で、どのような選別方法を行っているか、図面、写真、ビデオ等を取り

入れ、研修生に解りやすい説明を行った。

選炭工場の見学では坑内からの原炭の流れと精品になるまでを見学し、
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排硬処理の捨て石集積場や選炭廃水処理施設が一体となった、環境保全を

行っていることを見学の中で理解できる研修とした。

①選炭概要

・選炭とは（目的と必要性）・品質管理・回収率・コスト・環境保全

・選炭施設（選炭工場・捨石集積場、沈殿池）・選炭実績

②選別機

・重液選炭…ドルボーイ重選機と磁選機（構造・仕様・原理）

・ジグ選炭…バウムジグとバリーウェブジグ（構造、原理および選別機

能）

・スパイラル選別機（構造、原理）

③排水処理

・排水処理システム…シックナー、遠心分離機（構造・仕様・原理）

④廃硬処理

・選炭工場における硬処理システム

・捨石集積場…捨て石の集積

・環境保護…緑化と周辺環境との調和、第一次、第二次、第三次河川切

替え工事

⑤石炭分析と品質管理

・釧路炭鉱の石炭の品質

・石炭の分析およびサンプリング

・品質管理と各種試験（粒度試験、浮沈試験）

⑥見学

・選炭工場内、沈澱池、武佐の沢捨石集積場、知人貯炭場、知人船積施

設

・使用機械…原炭ポケット,ドルボーイ型重液選別機、磁選機、バリー

ウェブジグ選別機、スパイラル選別機、ソリットボウル型遠心分離機、

縦型 脱水機、各種スクリーン、ベルトスケール、マグネットキャッ

チャー、シップローダー、アッシュモニター

内容

坑内から揚炭される原炭が選炭工場内で各種選炭機によって精炭になるま

でそれぞれの工程に沿って見学した。

工程では坑木・鉄等の異物除去による品質管理と選炭水やマグネタイトの

循環使用を解りやすく説明した。

沈澱池、捨石集積場においても出来るだけ施設内を回り環境保全の理解を

深めてもらうことに努めた。さらに、知人の貯炭場、船積み施設などの全体
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を見てもらい、その後、個別に貯炭管理と石炭ブレンド、品質管理について

説明を受けた。

保安指示

・バスを利用しての移動、乗降時は指差呼唱で足元に十分注意するよう指導

した。

・工場見学の際は、服装を統一、保安帽、保安靴、軍手、防塵マスクを着用

し、隊列を乱さないことを指導した。

・工場内、船舶の見学中は、回転物等、その他機械類には絶対に触れないよ

う指導した。

・工場内は、特に階段が多く昇降時は、手すりを利用し足元を確認すること

を指導した。

（７）リーダーシップとマネージメント

保安管理者コース、炭鉱管理者コース、炭鉱技術者の習熟コースを対象

とした「リーダーシップ＆マネージメント」について講義を行った。理論

と実際に体を動かした体験学習の組合せから構成されており、研修生から

の評価は高く体験を通じて学ぶ、いわゆるアクションラーニング的内容で、

気づきの実習と言われている。

講義内容は以下の通り

・研修の位置づけと研修サイクル

・組織人学習のための５つの構成要素

・これからの経営者の要件

・問題解決の方法

・成果を発揮する構成要素

・リーダーシップの構成要素

・リーダーのコアとなるスキル

・開発の本質と提言

（８）クドバスによる実習

保安管理者コース、炭鉱管理者コースを対象に人材育成と能力開発を主

にした講義と実習がメインの「クドバスによる実習」について講義を行っ

た。

講義内容は以下の通り

・ＣＵＤＢＡＳとは
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・ＣＵＤＢＡＳ法による仕事内容の分析

・ＣＵＤＢＡＳの特徴

・ブレイン・ストーミング

・職業能力に関連する個人特性

・ＣＵＤＢＡＳの準備

・ひとりブレーンストーミング

・カードの分類

・能力カードの配分（重要度の序列）

・仕事カードの配列（重要度の序列）

・模造紙に貼り付けて仕上げる

・ＣＵＤＢＡＳでできること

・能力・資質項目の評価段階（保有水準）

（９）ロスとコスト削減

５Ｓ運動（整理・整頓・清掃・清潔・清掃）を中心に安全・設備管理の

基礎を学ぶことによって、管理技術を一般産業の部分から炭鉱に置き換え

座学により、保全の方法、安全に強い人づくりの考え方、活動の仕方、安

全管理のレベルアップを詳しく保安管理者コース、炭鉱管理者コース、炭

鉱技術者の習熟コース、ベトナム通気保安管理実践コースの研修生を対象

に行った。

（10）保安

保安については、救護技術実践を除く受入研修生全員を対象に実施し、

各コースとも座学と指差呼唱の実践教育を行った。それぞれコース毎で異

なるが研修時間は１～２日間としている。講義内容は、太平洋炭鉱時代に

関係する部分の紹介と釧路コールマインが実際に取り組んでいる保安につ

いて力点をおいて教育を行った。

①保安概要

・２種類の保安対策（恒久的な対策、作業変化）の必要性

・保安確保の取り組みの内容（保安法規、保安設備拡充、保安管理体

制、保安教育）説明

・日本の炭鉱の災害率の推移と１９８０年代の重大災害の紹介、太平

洋炭鉱の災害率の推移

・災害「０」に向けての取り組み

②保安法規
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・保安教育の種類（危険業務、坑内作業未経験者、新しい坑内就業者）

・鉱山労働者の遵守事項の内容

・保安委員会の設置

・許可及び届け出事項、保安図、報告

・災害時の救護と機械、器具に関する制限

・落盤及び崩壊、電気、運搬、車両系鉱山機械

・坑内の通路及び就業箇所の説明

・火薬類、発破等

・火災・自然発火及び火気の取り扱い

・集中監視、坑外施設、排水施設等、公害の防止

③保安管理機構

・自主保安管理と集団の保安活動の必要性

・保安管理機構の構成

・保安統括者・保安技術管理者・副保安技術管理者・保安技術職員職務

・保安監督員・保安監督員補佐員の職務

・太平洋炭鉱の保安管理機構図の説明

④資格取得

・有資格者と指定鉱山労働者

⑤災害

・重大災害の種類（急報災害、重要災害）

・重大災害の要因（ガス爆発、炭じん爆発、自然発火、ガス突出、山

はね、坑内火災）

・頻発災害について（落盤・倒炭による災害、運搬災害、取扱中の機

材鉱物による災害）

・災害事例（ガス爆発、炭じん爆発、坑内火災、ガス突出、自然発火、

落盤、ボタ山崩壊）の説明

⑥保安活動

・太平洋炭鉱の災害率の推移、保安運動の推移、年間保安運動、保安

点検と保安会議

⑦保安教育

・保安教育の必要性、０災運動と３つの原則、経営健全化と社会的信

用、企業の安全配慮義務、人材育成の変遷、研修の概要、教育方針

と研修内訳の説明、KY教育、（危険予知）指差呼唱

⑧災害事例教育

・災害事例から何を学ぶか、事故に学ぶ、災害に学ぶ、安全と危険、
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事故災害と社会的影響、人間は必ずミスを犯すことの説明

（11）経営管理、生産管理

保安管理者コース、炭鉱管理者コース、通気ガス自然発火管理技術習熟

コースを対象に、コースにより違いはあるが、太平洋炭鉱と釧路コールマ

インの生産・保安技術開発、機器の維持保全、組織再編、労働態様、人材

育成等炭鉱経営に係わる考え方、取り組みについて講義を行った。また、

炭鉱管理技術として炭鉱災害・保安管理・災害事例も盛り込み、講義を行

った。

①太平洋炭鉱、釧路コールマインの経営

ア. 太平洋炭鉱、釧路コールマイン概要

沿革、地質、生産量、人員、能率、採掘方法、通気系統、運搬系統、

排水系統、給電系統、選炭方式、精炭品質など

イ. 太平洋炭鉱、釧路コールマインの経営管理について（主に保安・技

術面、経済的観点から）

◎ＳＤの生産量アップと対応策

・ＳＤの誕生と発展

ＳＤ開発当初の地圧コントロールの考え方および自走枠を中心と

した採炭設備の変遷、切羽の大型化、生産性に伴う切羽の集約な

ど

・ＳＤの集約と採掘ブロック

１ＳＤ体制での必要プラント数およびブロック数の考え方

・ＳＤの集約とベルトの運搬能力

一時的な２面稼働時のベルト能力不足に対する考え方

・ＳＤの生産性アップとガス抜き技術の改善

短孔、中孔、長孔、指向性へのボーリング技術の改善

・ＳＤの集約と職種の統廃合

大職種制、前作業方式、職種統廃合の経過と考え方

・生産性アップと賃金システム

歩合制から固定給への移行と固定給のメリット、デメリット

◎深部化への対応

・支保の強化

深部移行による地圧の増加に伴い坑道支保は木枠から鋼枠へ、さ

らに鋼枠の重量化、枠間の短縮からロックボルト化への移行と教

訓。
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・掘進能率の低下

地質構造の複雑さによる掘進能率の低下とその対応について（卸

向き採炭・切羽面旋回方式・ライナー坑道方式・ゲートの袖巻充

填方式）

・実収率アップ

深部化抑制のため実収率アップを目的に断層を避けながら行う採

炭技術の開発について（切羽面長の伸縮・曲がりゲート方式）

・ガス管理強化

通気量確保のための主要扇風機の設備、大断面基幹坑道の展開、

密閉及びガス抜きボーリング技術の開発について

◎奥部化への対応

・運搬、通気、排水、給電等の改善

運搬系統の集約、主要排気の変更による通気改善、ポンプ座の集

約、特高変電室の前進、特面坑道の延長

・稼働時間対策

斜坑の一段化、人車のスピードアップ、時差入坑

◎時短対応策

・計画休日の設定

◎予算管理とコスト

・太平洋炭鉱、釧路コールマインの予算編成と予算管理

・生産原価と販売価格

・基準単価と石炭政策

・政府助成金

・自然減耗無補充と各種の合理化

◎１９８８年以降の合理化および新技術開発について

・春採坑の掘削と坑外運搬の廃止

・第６本坑道の掘削と運搬系統の集約

・白硬搬出系統の集団ベルトへの変更

・第６本坑道ブースターベルト

・第６本坑道２０００ｔポケットとロータリーディスチャージマシ

ーン（ＲＤＭ）

・第６本坑道高速水平人車

・第２斜坑８００ｋｗ人車巻き

・３００ｋｗロードヘッダーの導入と実績

◎自主保安・自主管理
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自主保安・自主管理の考え方とそれを目指して実施しきた保安教

育、階層別教育、新職場管理制度（職長、技術員制度）改善提案制

度及び「保安第一・生産第二」を揚げて保安確保について

◎重要災害防止対策

a. 出水防止

・1975年、南益浦のＳＤで出水事故発生

・抜水ボーリングによる基盤水の水位低下、揚水体制の整備等

b. ガス炭塵爆発防止

・1954年、ガス爆発発生、39人死亡

・通気量の確保、ガス抜きボーリングによるガス去勢等

c. 坑内火災防止

・1964年、第５本坑道で坑内火災発生、１人死亡

d. 自然発火防止

・2001年、知人ＳＤ撤退現場で自然発火発生

・不要坑道・採掘後の早期密閉、残炭のない完全採掘

（12）炭鉱技術

保安管理者コース、炭鉱管理者コース、通気ガス自然発火管理技術習熟

コースを対象にコースによって違いがあるが、日本の石炭産業が歩んで来た

保安の問題や対策、地質条件の違う日本の炭鉱の色々な採掘技術等経験に基

づく手法等、研修生との意見交換を取り混ぜながら実施した。

①昭和４０年以降日本石炭産業における保安の推移

・生産増強に伴う機械化・深部化・奥部化について

・突出災害と防止対策について

・自然発火災害と防止対策について

・坑内火災およびその対策について

・集中監視について

・流層充填について

・頻発災害の傾向と指差呼唱運動について

②災害事例について

・三池炭塵爆発、赤平突出災害、夕張新鉱突出爆発、石狩炭鉱爆発

・赤平炭鉱坑内火災、三池有明鉱火災

③自主保安について

・必要性、このための組織、グループ会議等の運営について、経営

幹部としての自主保安、手順作成について
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④赤平炭鉱における経営改善と保安問題の解決策について

・立坑保護炭柱の採掘計画と実績

・乾式選炭について

・ガス発電の灯油混焼について

・自然発火防止とガス吸引の関係

・突出防止における大口径ボーリングの効果

・炭鉱経営におよぼす保安問題

⑤閉山後の新事業について

（13）鉱山保安監督

保安管理者コース、炭鉱管理者コース、通気ガス自然発火管理技術習熟

コースを対象にコースによって違いがあるが、特に日本が炭鉱の重大災害

防止に向け行政の上で、歩んできた経過と保安向上に向け取り組んできた

内容及び災害事例を取り入れ監督官ＯＢからの講義を研修生との意見交換

を含めて行った。

①監督行政

・組織、機構について

・日本国監督行政の歩みについて

・北海道鉱山保安監督部の変遷について

・道内炭鉱の変遷について

②保安監督政策

・鉱山保安法、鉱山保安規則、鉱業法について

・違反と罰則、行政処分、措置について

・閉山制度の概要について

③保安監督業務

・監督官の権限について

・検査業務の概要について

・机上業務の概要について

・監督官の役割、心得について

④保安

・災害時の初期対応について

・重大災害の推移と原因の傾向について

・巡回検査のポイント（ビデオ）について

・ガス爆発防止（ビデオ）について

⑤保安監督任務、規程
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・監督規程について

・監督官の権限について

・監督官の職務について

⑥資格、検査

・保安法違反の積みについて司法警察員としての職務について

・監督上取るべき措置（巡回検査、特別検査、その他検査）について

・事件送致、行政措置、指示書関係について

⑦災害推移、保安

・昭和25年（1950年）以降の重大災害の原因別傾向について

・ガス爆発防止（ビデオ）

・機電に起因する重大災害事例について

⑧保安教育

・保安教育の必要性

・０災運動と３つの原則について

・経営健全化と社会的信用、企業の安全配慮義務について

・人材育成の変遷、研修の概要

・海外石炭技術者の研修について

・教育方針と研修内容の説明

⑨災害事例教育

・災害事例から何を学ぶ

・事故に学ぶ、災害に学ぶ

・事故・災害と社会的影響について

・安全と危険、人間は必ずミスを犯す（ヒューマンエラー）

・安全の５Ｍ、災害防止の５つのポイントについて

（14）自然発火防止

保安管理者コース、炭鉱管理者コース、通気ガス自然発火管理技術習熟

コースを対象に日本大学で研究した自然発火の事例、自然発火の特性及び

ガス抜きに関する内容について、専門的分野から研修生に講義を行った。

◎自然発火（石炭加熱試験による自然発火の研究）

①石炭の科学的性質の違い

②ガス分析による特性の判断

③臭いセンサーの理論と現場試験結果

◎ガス抜き

①メタンガスと地球温暖化問題
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②炭鉱におけるガス回収の目的と変化

③ガスの脱着特性

④ガス包蔵量の測定法

⑤ガス透過率の測定方法

⑥ガス払いの方法

⑦最適なガス誘導網のシュミレーション

（15）５段階問題解決手法

ベトナム通気保安技術管理実践、ボーリング技術実践、救護実践、保安

監督管理向上コースを除く全コースを対象に、指導員の指導の元、各自が

自分自身の直面する問題を解決する手法として、５段階に分け分析し解決

を図る方法で行った。それぞれの内容を研修生が、指導員とマンツーマン

で話し合いながら行うため、４日間～５日間の期間を要するカリキュラム

になっている。指導員も研修生の出される問題点を自分達のことと問題意

識を持って取り組み、研修生が抱える現場の問題を分析し、具体的な対策

を樹立しながら解決法を見いだして行き、その手法を学ぶ研修であった。

①手法

・目標と現状とのギャップ

・目標と現状の単位の統一

・「問題がない」と言う（企業は解決すべき問題の集合体である）

・問題が解らないと言う場合の出し方の説明

・一般の事故を例にして説明（問題と問題点、価値あるものとは、事

故につながる原因は色々ある、問題点には解決をできることと、でき

ないことがある）

・問題と問題点の説明（問題とは、問題点とは、問題点は複数ある）

・問題提起の出し方の説明（問題提起の注意点、大きい問題は細分

化、原因を限定しない、問題の良い提起例、明瞭な表現）

・問題解決法の種類と内容の説明（５段階問題解決手法では現状、

マイナス、原因、対策、目標設定、効果）

②手法の習得

・研修生が抱える現場の問題点を個人ごとに列記させ、その中で取

り上げる問題点を一つだけ抽出させた。

・抽出した問題点について個人ごとに、

ア. 現状

イ. マイナス要因
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ウ. 原因

エ. 対策、目標設定

オ. 効果、発表の５段階について分析を実施し、問題点を明確にした

上で、実現性のある具体的な対策を樹立させた。

③受講研修生数と通訳数の関係で４日間と５日間で設定したが、ここで

は４日間の内容で記す。

ア. １日目（説明・問題例記）

解決の重要さと５段階問題解決手法のやり方及び注意点等を初日で説

明し、現在自国で自分たちの現場における問題を１５題以上発掘し問

題発掘の訓練と大きな問題は細分化して出させる勉強を行った。

イ. ２日目（問題列挙の絞込・現状）

現場における問題を１５項目以上の発掘の中から、帰国後自分で実施

する問題を１題だけ絞込ませ、問題の現状分析を行った。

ウ. ３日目（マイナス面・原因・対策）

絞込んだ問題をなにもせず放置していると、どんなマイナス面がある

か社会、会社、課、部門、職場、自分など多方面に亘り、考えさせる

勉強行った。その後、問題の原因分析と対策を行うが、これは、あく

までも原因は自分にあることを認識を持たせ強調しながら原因と現状

を混乱しないよう整理しながら勉強した。対策も原因と同様に他人が

解決するのではなく自分が解決する事を前提とした。

エ. ４日目（目標・効果・発表）

目標設定を作成、発生した問題（絞込んだ問題）を解決した場合、マ

イナス面と同様に、社会、会社、課、部門、職場、自分達などにどん

な効果があるかなど、多方面に亘る考えさせる内容とした。

最終は、研修生が前に出て、各自の５段階問題解決手法の結果発表を

行い、研修生及び指導員から質問や意見を受け発表者へのアドバイス

とした。

（16）救護隊・救急法

救護技術実践コースが主で、他に救護専門コースと違いはあるが、通気

ガス自然発火管理技術習熟コースを対象にした講義と実技を行った。内容

は、講義と実技を組み合わせて行い、ビデオ及びパワーポイント等を活用

し容易に理解できる内容としながら、日常あるいは家庭においても役に立

つ事を目的とした。実技は救護隊経験者が、救急法の心肺蘇生法（心臓マ

ッサージ）をダミーの人形を使用し実習体験を行い、その他に包帯、三
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角巾、副木等の使い方、止血法の実習も併せて行った。

①救護隊の設置

・鉱山保安規則第107条

甲種鉱山救護隊、甲種共同鉱山救護隊、乙種共同鉱山救護隊等規則

で決められている点を概略説明

・救護隊の使命

人命救助、救出、災害の拡大防止、復旧作業について説明

・救護隊員の選任

心得、隊員綱領、救護隊の組織、編成、訓練計画他について説明

②救護隊の出動

・出動の要する災害の内容、救護隊の作業の内容、人体の呼吸、その

影響について概略説明

・呼吸器の種類

酸素呼吸器、簡易救命器、酸素発生式自己救命器、一酸化炭素自己

救命器他呼吸器を紹介し概略説明

③救護隊の訓練

・訓練の目的

隊員の技能、技術の錬磨、健康状態の確認、呼吸器の点検、組立、

検査、隊長の指示命令事項について概略説明

・訓練内容

センター指導による訓練、着装、救急法、呼吸器の点検、組立等の

基本動作を概略説明

・課程（第１、第２、第３、野外訓練、素面訓練について概略説明）

・模擬坑道での訓練、実際の訓練活動状況をビデオにて紹介する

④救急法

ア. 救急法概論

・救急法（救急処置の原則、必要性、目的について概略説明）

イ. 災害救護

・救助の一般（手順と心得、接近、罹災者の観察について概略説明）

・緊急症状処置（出血、意識不明、呼吸停止、心臓停止、ショック症

状の状態について概略説明

ウ. 止血法とショック対策

・止血の種類（動脈性止血、静脈性止血、毛細血管性止血について概

略説明他、直接圧迫法等の説明も行う）

・ショック対策（症状、原因、手当や処置方法について説明する）
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エ. 骨折について

・骨折の種類（単純骨折、複雑骨折、一般的症状、頸椎部損傷の症状

について概略説明する）

・副木（副木の固定法、背板固定法他、三角巾を使いながら説明する）

・包帯法（主に三角巾を使い又、パワーポイントも用いながら頭部、

顔面などの使い方を説明する）

オ. 救急蘇生法

・蘇生法の種類（人工呼吸法、心肺蘇生法の必要性及び緊急を要する

事を特に理解させ時間の関係を説明した）

・運搬（運搬の重要性、方法、種類、準備、吸湿法等ＰＰを用いて解

り易く説明した）

⑤見学

・場所（現場）救護隊本部・救護隊訓練模擬坑道

・使用機械・OXYGEM－11酸素呼吸器、一酸化炭素自己救命器（COマスク、

酸素発生式自己救命器他）ダミー人形

内容

・救護隊訓練模擬坑道の見学と訓練の説明、救護隊本部においては、OX

YGEM－11酸素呼吸器本体と構造図で仕組みを説明し、着装も行った。

更にＣＯマスク、酸素発生式自己救命器等も実際に使用しながら説明

した。救急法においては、包帯、三角巾、ダミー人形を使い実技を行

った。

⑥保安指示

・模擬坑道案内の時は、列の前後に引率をつけ列を乱さないように歩行

すること。

・救護隊本部では、必要以外の物には触れないこと。

・指示打合せ以外の行動は取らないこと

（17）炭鉱長デスカッション

保安管理者コース及び炭鉱管理者コースを対象に炭鉱長と研修生が、意

見交換を研修生の質問形式で行った。内容については、以下の通り。

太平洋炭鉱時代の管理手法も含め現状の釧路炭鉱における、賃金、人事、

社宅、福利厚生、レクレーション等について。

①労務管理の基本

ア. 精鋭成る社員を作るために

・労務管理の基本、社員一人一人の人材育成に必要な心、技、体の
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充実が一番重要な点を説明

イ. 労務管理システム

・人員管理システム（入坑、昇坑管理）

・勤怠管理システム（出勤管理）

・給与システムは、全てコンピューターにより管理していることを説

明

②安定した賃金

ア. 豊かな生活の確保

・安定した賃金、賃金支払いの五原則について概略説明

・通貨払い、直接払い、全額支払い等具体的に説明

・賃金の仕組みについて概略説明

・給与明細について概略説明

イ. 日本の賃金形態の種類

・月給制、日給制、アルバイト、年俸制、出来高制について概略説明

③人事管理

・人事評価：特徴、査定項目、等級査定について概略説明

④福利厚生

ア. 充実した福利厚生

・社宅、持ち家、人間ドック、共済会制度について説明

⑤資材管理

ア. 資材購入フローチャート

・資材の発注、伝票の発行、経理課（チェック）、資材課（見積、業

者選定）、発注、納品、資材課（検収）、仕出元受け入れを図面に

て概略説明

（18）なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議

炭鉱技術者の習熟コースを対象に事例を元に講義を行い、実習を取り入

れ、真の原因を追及し問題解決する方法で行った。

現場問題解決を従来の方法との違いを理解させ、現場のチーム会議等で

の活用を目的として行った。

（19）他産業訪問

釧路地域内に立地する企業、機関の管理運営、技術について学ぶことを

目的として行った。

訪問先は、阿寒トンネル、道新釧路印刷、日本製紙工場、王子製紙工場、
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釧路北電緑ヶ岡変電所、釧路工業技術センター、大塚製薬など、石炭に関

連する工場、施設のみならず、一般産業についても行った。釧路における

３大企業といわれている製紙工場、水産漁業、石炭 鉱業は大きく低迷し

ている中で、両製紙工場は、古紙を再利用して、再生紙を生産する他、段

ボール、新聞紙などを製造している工場である。特に阿寒トンネルについ

ては、炭鉱の掘進作業と共通する部分が多く、環境問題に配慮した施工技

術を見学することにより、日本が環境に厳しく対処しながら行っている現

場を見ることで、炭鉱技術に応用する手段として見学を行った。

（20）文化研修

研修生が研修期間中、日本の文化を目で見て知る機会を作り、釧路管内

における博物館、記念館、資料館などを主とし自然とふれあいながら、日

本及び道東の文化・自然について学習や体験の機会を設け、少ない時間で

はあるが、日本の風習と文化について理解してもらうこととした。

４．２．２ 保安管理者研修

１）中国保安監督管理向上コース

座学は、主に実際に鉱山保安監督監督行政に携わった監督官ＯＢが講師とな

り、現役時代の経験を活かした日本の炭鉱の監督行政、業務、監督指導、災害

事例等を詳しく講義を行い、実習を通じて研修生に指導を実施した。中国での

重大災害が年々減少している傾向にあるが、未だに数千人規模での死亡者多く

発生しているので、研修生の地元で起きた事象の聞き取りを行ったり、意見交

換を交えながら、問題点と管理・運営の問題を解決すべく講義の中で反映し行

った。

また、人材育成と技術伝承にあたっての講義も行い中国の監督官の問題解決

を講師の経験からくるアドバイスを取り入れながら行った。
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４．２．３ 炭鉱管理者研修

１）中国保安理念向上コース

中国の炭鉱の炭鉱長・幹部候補生などを対象とした保安向上に必要な理念と

太平洋炭鉱と釧路コールマインの保安・生産及び管理・運営等を講義を中心に

実際のシステムを見ながら研修を行った。

保安管理の面では、特に指差呼唱を実施する上で、炭鉱管理者として『何が必

要か？』具体的に中国で実施を始めている炭鉱には、指差呼唱の形からだけで

なく、ヒューマンエラーを防止させるための指差呼唱への取り組み等を危険・

予知を取り入れながら、管理する人間の率先垂範について、具体的に事例をも

とに講義を行った。また、中国の重大災害が起きる要因と部下との関わりにつ

いて事例をもとに講義を行い、保安を管理するための人材育成について、従来

の考え方からの脱却と今後の対応について、研修生の意見交換を取り入れなが

ら講義を行った。

技術面では、通気技術を主に炭鉱技術にて中国の炭鉱に合わせた内容で、日

本の技術の活用について講義を行った。
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２）ベトナム保安生産管理向上コース

ベトナムの炭鉱の炭鉱長・幹部候補生などを対象とした保安向上に必要な理

念と太平洋炭鉱と釧路コールマインの保安・生産及び管理・運営等を講義を中

心に実際のシステムを見ながら研修を行った。

特にベトナムの炭鉱では、急傾斜採掘が大部分を占めていることで、機械化

が難しい部分があるが、日本での急傾斜採掘での技術の伝承と保安の確保につ

いて講義を行い、また、ベトナムでの部下の人材育成が問題であるとの研修生

からの意見を聞き入れ、人材育成をするにあたって、日本での管理方法、運営

について、講義と意見交換を併用しながら行った。

最近、ベトナムの炭鉱も深部化・奥部化の炭鉱が多く、稼働時間の確保、深

部化・奥部化にあたっての問題と日本の炭鉱が、経験したことを事例として取

り上げ、対策と今後の進め方をベトナムの派遣研修と連携を取りながら、情報

を活用して、講義に反映した。
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４．２．４ 炭鉱技術者研修

１）中国・ベトナムボーリング技術実践コース

ボーリングコースは、ボーリングの専門的な分野として、炭鉱を運営する

上で最も重要であり、特に坑内採掘鉱特有の災害は、多くの人命を失うのみ

ではなく、その家族に対しても悲痛な結果を及ぼすため、絶対に起こしては

ならないという基本的な考え方で研修指導を行った。また、ベトナムと中国

では、採掘条件、地質条件等が各々違うために各コース別に内容を一部変え

て行った。ベトナムのボーリングコースについては、基幹坑道の展開時に伴

う災害が多く、先進・水抜きボーリングとしての経験がまだ浅いため、ボー

リング技術の基礎的な内容に重点を置き行った。

内容としてはガス・出水の一般知識や危険性も含めボーリングでの予知予

防の方法、そのボーリング孔からの観測ＤＡＴＡの活用方法、また、目的孔

に応じた穿孔機に関連する選択基準、その穿孔機の操作方法、基礎的なボー

リング工法等の手順、ボーリングよる災害防止、最先端のボーリング技術な

どを取り入れた実技を行った。

中国のボーリングコースについては、ほとんどの研修生が上級管理者であ

るため、知識が豊富であり基礎的な分野の内容は除き、各専門的な内容に重

点をおき行った。

内容としては坑外の施設に加え、ボーリング実習を通して中国炭鉱への導

入が見込まれそうな指向性、二重管ボーリングのシステムについての原理、
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構造、操作方法、問題点、故障時等の対処方法も含め、細部にわたり説明す

るとともにボーリング組織の運営、コスト、人員の管理面や坑内でのボーリ

ング孔の設計・施工ポイント等にも重点を置き、質疑応答を交えながら、よ

り内容の濃い総合的な研修を行った。また、坑内での実習に難点のある研修

については、坑外に設備した各種ボーリング穿孔機を利用し行った。

①講義内容

◎炭鉱に於けるボーリング概要

・ボーリングの歴史

・ボーリングの調査

・掘削方法

・炭鉱ボーリングの目的・種類

・試錐機の種類

・ボーリング技術（先進、探査、ガス抜き、水抜き、大口径、導孔）

◎炭鉱に於けるガス抜きの概要

・ガス抜きの変遷（歴史、設計、規格）

・ガス抜き方法・湧出ガス・ドレン抜き対策

・ボーリング座等の管理

・ガス回収と利用

◎ボーリングマシンの取扱

・穿孔機・送水ポンプの仕様

・穿孔機の据付手順

・操作、穿孔手順（シングル管・二重管工法）

◎ボーリング作業手順

・先進ボーリング手順

・ガス抜きボーリング手順

・水抜き抜きボーリング手順

・注入工法手順

・ボーリング作業時の災害事例

◎指向性ボーリングの概要

・仕様
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・基礎知識

・理論

・先端駆動ドリルの種類

・測定器、計測装置の解説

・測定データ記入と図面化

・ボーリング構成図

・測定器の組立およびバッテリー交換トレーニング

・伝送ロッドの組立

②実習内容

ア. ＲＫ穿孔機実習（坑内）

ボーリングの基本としては、炭鉱保安上のガス・出水防止が最も重要で

あり、現在、日本において使用されている回転式穿孔工法に対しての施

工方法、運転操作面等に加え、原理、保守管理の説明、更に各ボーリン

グ孔から測定データーの応用についての実習を行った。

・始業前の穿孔機器点検（潤滑油量、Ｖベルト緊張、安全装置等）

・ボアホールの点検（ガス測定・ガス把握）

・穿孔機の運転（操作手順遵守）

・堀削の状況（ビットの選択、繰粉の量、亀裂位置のチェック、ガス・

出水の有無）

・地層の判定（繰粉サンプル採取）

・パイプケーシングの挿入（軟弱崩壊層の突破、継続的な安定誘導確保）

・セメント注入（漏気防止、ケーシングの保護）

・口元誘導設備（模擬誘導管の配管）

イ. 二重管ボーリング実習（坑外）

採掘切羽の機械化と共に面長及び稼行長の長距離化伴い、従来のボーリ

ング機器では、孔の本数や機器の移設にある程度の限界がある。そこで

二重管の概要、機器構造、長孔ガス抜き効果、軟弱層の突把等を説明、

更に試験ブロックを活用とした二重管掘削の実習を行った。

・始業前の穿孔機器点検（潤滑油量、Ｖベルト緊張、安全装置等）

・穿孔機の運転（操作手順遵守）

・試験ブロックの堀削（ビットの選択、操作手順、地質状況による内管

ビット調整）

・地層の判定（コアサンプル採取）

ウ. 指向性ボーリング（坑外）
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現在最先端技術のボーリング工法である指向性ボーリングの基礎知識、

理論、原理、保守管理を説明、更に先端駆動ドリルとＤＤＭＭＥＣＣＡ

システムで実際に模擬管内の計測、試験ブロックの掘削、孔位測定デー

ターの入力等の内容で実習を行った。

・測定器、伝送ロッドの組立

・測定器の校正

・始業前の穿孔機器点検（潤滑油量、安全装置等）

・先端駆動ドリルの点検（試運転）

・穿孔機の運転（操作手順遵守）

・先端駆動ドリル、測定器の挿入（模擬管内）

・孔位測定（測定結果を記入）

・試験ブロックの掘削（ビットの選択）

・パソコン入力（測定データーの図面化）

③ボーリング教材

ア. パワーポイント

・試錐概要（先進、ガス抜き、水抜き）、試錐技術、ボーリング作業

手順、二重管ボーリング工法、指向性ボーリング工法、災害事例

イ. ＤＶＤ、ビデオ

・「ガス抜き技術回収と利用」、「ガス突出防止技術」、「ガス炭塵爆発

実験」、「弧状推進工法」、「水平工法」、「指向性実習」、「二重管実習」、

「ボアホール」

ウ. 坑内・坑外見学

・垂直ボーリング地質探査孔、大口径ボーリング孔、ガス抜きボーリ

ング誘導孔、興津ブロアー・鉱口ボイラー（坑外：ガス抜き・利用

技術）、試錐工場・旧救護隊（坑外：各種ボーリング穿孔機器、自

動ドレン抜き器）

エ.使用機材

・(座学)各種堀削ビット、各種孔位測定器、ロッド回収工具、三角関

数表、傾斜儀（クリノメータ）

・(実習)

a. ＲＫ穿孔機、ＷＬ－ＭＧ１５ｈ送水ポンプ（ロータリー穿孔）

b．ＴＯＰ－ＴＭ穿孔機、ＷＬ－ＭＧー１５ｈ送水ポンプ（二重管穿

孔）

c．ＴＯＰ－ＴＭ穿孔機、有光三連送水ポンプ（指向性穿孔）



- 80 -

d．ＤＤＭ ＭＥＣＣＡシステム（孔位測定）

e．ＡＣＣＵ ＤＲＩＬＬ（先端駆動型ドリル）

f．伝送ロッド

g．パソコン（孔位測定データー入力）

④ボーリング関係写真（実習）

ベトナムボーリング技術実践コースＡ（坑内ＲＫ実習）

ベトナムボーリング技術実践コースＡ（坑内ＲＫ実習）
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ベトナムボーリング技術実践コース（坑外二重管実習）

中国ボーリング技術実践コース（坑外二重管実習）

ベトナムボーリング技術実践コース（坑外指向性実習）
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中国ボーリング技術実践コース（坑外指向性実習）

その他ボーリング研修教材写真

（圧気駆動ＰＰＮ穿孔機とＮＧポンプ） （ロータリーパーカッション穿孔機）

（自動ガス抜き装置） （教室教材）
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２）中国通気ガス自然発火管理技術習熟コース

通気ガス自然発火管理技術習熟コースは、五カ年炭鉱技術移転事業における

保安技術コースをより専門化し、中国において一通三防を直接管理する通気技

術者を対象としたカリキュラムの編成を図った。中国の場合、研修生が炭鉱管

理者の通気上級管理者が殆どであるため、上級管理者に対応可能な内容とした。

通気専門座学では、必ず過去の災害事例を題材に意見交換してから通気ガス

管理、自然発火防止対策、ガス突出防止対策、集中監視技術などを行ったので

活発な意見や質問が出て、研修生の抱える問題や災害防止対策、技術の違いな

ども明確になり、専門化研修の効果が現れた。

専門坑外実習についても過去の反省から午後の眠気の差す時間帯に設定し、

研修用に製作した小型模型や各種実験装置を活用して、飽きずに楽しめて研修

生自身が手を掛け、理解しやすい参加型実習とした。

坑内入坑実習では、通気ガス測定員や通気管理者の巡回業務の視点や通気施

設、自然発火防止工事の実際の作業現場を見学するなど座学で得た知識が実際

現場でどう生かされているかを研修生自身の目で見てもらうよう心掛けた。通

気保安管理を伝える上で重要なことは、設備や技術だけでなく働く作業員の意

識や行動が自主保安の理念の元どう生かされているかなどを直接見学させるこ

とが坑内研修の最大の利点であった。

また、炭鉱管理者として部下の教育や育成に必要となる手法として五段階問

題解決法やなぜなぜ分析法の他、管理監督者として必要となる特別講義を取り

入れた。更に釧路の研修指導員では対応出来ない高度な理論分野については北

海道大学等の外部専門講師を依頼して行った。

①専門座学

ア. 通気組織、管理体制

・太平洋炭鉱の通気組織

・釧路コールマインの通気組織

・階層別の任務と役割

・ガス検定員の業務

イ. 災害事例と対策

・ガス・炭塵爆発（三井三池三川鉱及び太平洋炭鉱の事例）

・自然発火（太平洋炭鉱の事例）

・坑内火災（三井三池有明鉱及び太平洋炭鉱の事例）

・出水（太平洋炭鉱の事例）

ウ. 通気ガス管理
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・主要通気（主扇の構造、基幹坑道構築の考え方）

・連合通気（補助扇風機座の構造、連合通気の考え方）

・太平洋炭鉱深部化に至る経過

・太平洋炭鉱の通気緒言

・骨格構造改革の経過

・深部化抑制策と深部保安対策の考え方

・通気長期計画立案の考え方

エ. 採炭の通気管理

・採炭の通気計画（通気量、ガス抜き、センサー配置、電源遮断）

・ガス管理及び通気施設の管理体制

・押込局扇設置のメリット

・採炭の通気方式の種類と考え方

・風坑肩部のガス対策

・停電時のガス払い方法と送電システム

・爆発性炭塵の対策

オ. 掘進の通気

・掘進の通気計画（通気量、センサー配置、電源遮断）

・ガス管理及び通気施設の管理体制・

・局部扇風機の種類と構造

・風管口径と材質

・停電時のガス払い方法と送電システム

・旧坑及び断層接近時の保安対策

・爆発性炭塵の対策

カ. 局部通気

・停滞ガスの処置

・堀込部の通気管理

・ガス警報器設置の考え方

・末端の通気管理の重要性

②ガス抜き技術

ア. 採炭ガス抜き法

・炭層とガス透過性

・擾乱ガス抜きの考え方

・ガス抜きボーリングの設計と考え方

・長孔ガス抜きの利点

イ. 密閉ガス抜き法
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・気圧降下とガス湧出の関係

・密閉の気密性の重要度

・ガス抜きによる密閉差圧調整法

・密閉自動差圧計の構造

ウ. ガス抜き測定

・口元測定設備の構造

・孔毎測定の重要性とガス抜き調整法

・ガス抜き孔の測定規格

・主要ガス誘導管の測定規格

・ガス抜き測定器の種類（濃度、流量、圧力）

・ガス誘導管の集中監視体制

エ. ガス利用

・ガス抜きブロワーの仕様

・ブロワーの管理体制

・ガスの有効利用

・ガス濃度低下時の対応策

③ボーリング技術

ア. ボーリング概要

・穿孔機の種類と目的

・ボーリング技術の変遷

・先進ボーリングの考え方

・旧坑抜水ボーリングの考え方

・基盤水ボーリングの考え方

・ガス抜きボーリングの考え方

・大口径ボーリングの考え方

イ. 二重管ボーリング工法

ウ. 長孔ボーリング工法

エ. 指向性ボーリング工法

④自然発火防止技術

ア. 一般坑道における自然発火防止対策

・自然発火の発生要因と要注意箇所

・枠裏充填工法

・温度観測法

イ.採掘跡における自然発火防止対策

・選炭排水による払跡充填法
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・フライアッシュ密閉工法

・ガス抜き調整による酸欠法

ウ. 早期発見対策

・ＣＯ集中監視システム

・臭気による早期発見

・ガス分析による判断基準

・密閉観測基準

⑤危機管理

・未然防止対策

・早期発見体制

・初期消火体制

・緊急対応システム

・退避シズテム

・被害拡大防止対策

・通気制御の理念

⑥粉塵防止技術

・じん肺訴訟及び粉塵防止対策の経過

・粉塵測定法

・粉塵抑制対策

・湿式穿孔機と散水、噴霧による対策

・防塵ネットによる対策

・吸い出し通気システムと集塵機

・防塵マスクの着装基準

⑦集中監視技術

ア. 集中監視の歴史

・重要・重大災害減少と集中監視導入の関連

・初期の集中監視と問題点

・集中監視発展の経過とコンピューター導入による効果

イ. 釧路コールマインの集中監視システム

・基本理念

・システム構築の考え方

・センサーの構造

・伝送路・ＤＡＴＡ処理システム

・高度な信頼性

・画面表示・編集機能
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・警報判断ソフト

・通信手段との融合

・他システムとのリンク

・制御システム

ウ. 指令室の運営

・指令室の任務と役割

・総合判断支援の考え方

・人員掌握システム

・緊急対応の考え方

⑧通気計画と通気測定

・通気計画立案の考え方

・ガス測定

・通気圧測定

・断面測定

（１）坑外施設見学

①坑口周辺（大型巻揚機、整備工場、ボーリング工場）

②選炭関係（選炭工場、硬捨て場、沈澱池、貯炭場、船積場）

③通気施設（主扇、興津ブロワー、スライム工場、通気斜坑、坑口閉鎖跡）

④本社施設（指令室、測量ＣＡＤ室、安全灯）

（２）坑外実習

①ガス爆発実験、ガス燃焼実験

②ガス爆発実験

③ガス炭塵爆発実験（岩粉の効果実験、水棚の効果実験）

④静電気爆発実験

（３）模擬坑道模型による実習

①通気圧力による通気管理実験

・坑道悪化による通気圧の変動

・通気短絡による通気圧の変動

②掘進用局扇の車風実験

（４）ガス抜き実習

①密閉自動差圧計の構造と原理

②自動ドレン抜きの構造と原理

（５）ボーリング実習

①ＰＰＮ及びＲＫ穿孔機の構造と取り扱い

②ＴＯＰ－ＴＭ穿孔機による二重管工法



- 88 -

③ＴＯＰ－ＴＭ穿孔機による指向性ボーリング工法

（６）自然発火実習

①ガスサンプル採集のやり方

②ガス分析結果の診断

③臭い体験

（７）集中監視実習

①各種センサーの構造と取り扱い

②ＫＣＭ集中監視システムの実際の運用

（８）風丸実習

①通気計画手法

②ＫＣＭ通気網ネットワーク図の作成

③通気網解析風丸の基本操作

④通気網解析風丸の応用操作

⑤坑内火災シミュレーション

（９）坑内入坑

◎通気管理巡回のポイント

①通気測定員の巡回業務

②各種通気施設の点検要領

③天盤、高落箇所のガス測定のやり方

④密閉観測のやり方

⑤通気管理者の巡回業務の視点

◎自然発火防止工事現場

①フライアッシュ密閉構築のポイント

②枠裏充填構築のポイント

③ミルク注入基地設置と操作のポイント

（10）通気圧測定実習

①主要排気坑道における実際の測定方法

②気圧、温度、湿度、風速、断面測定

③測定ＤＡＴＡの整理のやり方

④測定ＤＡＴＡ活用法
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【中国通気ガス自然発火管理コース研修写真】

坑外実習（ガス・炭塵爆発実験）

坑外実習（静電気爆発実験）
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坑外実習（密閉自動差圧計操作）

坑外実習（ガス抜き自動ドレン抜き）

坑外実習（PPｎ穿孔機） 坑外実習（二重管穿孔機）

坑外実習（指向性ボーリング）
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坑外実習（スライム工場操作要領）

坑外実習（臭い体験） 坑外施設見学（主扇座の構造）

風丸実習（釧路コールマイン通気網作成） 風丸実習（通気網入力）
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指令室見学 測量 CAD見学

釧路コールマイン集中監視操作要領 ガス警報器の構造

救護隊実習（救急法）
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救護隊実習（酸素呼吸器の取り扱い）

消火実習（空気袋密閉） 消火実習（インパルス消火銃）

消火実習（発砲消火）
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消火実習（救出用延長風洞）

坑内実習（天盤ガス測定） 坑内実習（炭壁温度測定）

坑内実習（CO計点検要領） 坑内実習（水棚点検要領）
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坑内実習（局部扇風機点検要領） 坑内実習（押込扇風機座点検要領）

坑内実習（押込扇風機座点検要領） 坑内実習（水柱計点検要領）

坑内実習（密閉構築手順とポイント）
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坑内実習（密閉構築のポイント） 坑内実習（枠裏充填構築のポイント）

坑内実習（ミルク注入基地操作手順とポイント）
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３）中国設備自動化省エネ技術習熟コース

研修内容は（座学、CAD、坑外実習、坑内実習）を行った。
中国では、ベルト・掘進・採炭の機器などはシーケンスも含め同様のシ

ステムが使用されているが、設備のメンテナンス等に色々な問題を抱えて

おり、５ S 活動・設備保全・作業効率・保安設備・作業員のスキルアッ
プ・業務改善などに関する座学を行った。

プログラマブルコントローラを使用したシーケンス実習においては、研

修生が作ったシーケンス回路で、実際に信号機やエレベーターの制御を行

った。

深部化・奥部化に対応するため、釧路コールマインが実施してきた運

搬設備に関する考え方の説明、設備の自動化とそれに伴う保安確保に関す

る座学教育を行った。

特に大型捲揚機の制御と自動化に伴う保安システムに関する講義と日常

点検・定期検査等に関する座学を行うと共に、捲揚機室においては捲揚機

本体、電気制御システム、保安装置、運転デスク等、桟橋の点検ピットに

おいては斜坑用の救急車（人車や鉱車の先頭車両）の構造やワイヤー等、

坑口においてはラジコン装置やアンテナ等を実際に質疑応答しながら見学

した。

また、運搬の管理技術として、座学でワイヤーの連続計測器システムを

紹介し、計測器にてデーター分析システムの実技を行った。

CAD は、中国の研修生は、ほとんどの研修生が取り扱っているとのこ
とで、基本的な図面作成実習を行い簡単な図面の製作までの操作程度の教

育とした。

坑外実習は、エアー機器・レバーブロックなど、同様の物が使われてい

るとのことで機器の違いの説明程度で行い実技では、コース元の施工とベ

ルトの金具接合の種類と方法の教育を行った。

坑内実習は、運搬設備としてギャドモーター（GM）設備に合わせたワ
イヤー本継ぎ技術と、ベルトの保安設備実習教育を行った。

保安設備については、同様の設備が使われているとのことであり、設備

機器の紹介と機構の説明を行い、電気設備実習ではケーブルの接続方法と、

PC・BC連動運転、保安設備教育と実動作試験を行った。
省エネルギーの必要性と炭鉱における省エネルギーについて座学で説明

した。炭鉱では保安確保のために通気、排水、圧気等の設備を連続或いは

長時間運転する必要があり、小さな改善でも大きな効果につながることを

説明した。実際の炭鉱の現場において、それぞれの項目についてどのよう

な省エネルギーの取り組みを実施してきたかを説明し、自分の炭鉱に合っ
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た省エネルキーの取り組みや各種改善を行うように指導した。

（中国自動化省エネ技術習熟コース研修風景）

プログラマブルコントローラー（ シーケンス実習） CAD実習

捲揚機座学 （運搬）斜坑用救急車説明

坑外実習（コース元施工） 坑外実習（ケーブル接続）
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坑内実習（連動設備実習） 坑内実習（ワイヤー本継ぎ実習）

４）ベトナム設備自動化技術習熟コース

自動化研修は研修内容に自動化技術として機器の基本的な座学教育と実

践的な実技教育を取り入れ行った。

研修内容は、座学、CAD 実習、坑外実習、坑内実習で構成され、実習
機材には、新たにワイヤー自動計測機器を取り入れ計測器による計測方法

とカラーチエックによる探傷教育を加え実施した。

機械の専門教育では、概要説明で深部化・奥部化の条件に合わせて導入

された経緯と設備教育を行った。

機械保全教育は、油圧機器・空圧機器を教材として構造、原理、メンテ

ナンスの教育を行い、基本的な油圧図面・回路の見方につて教育し基礎と

記号、油圧の特性、故障原因とメンテナンス、点検方法・修理の方法を教

育とした。

油圧の基本的な教育後、ドラムカッター・ロードヘッダー・サイドダン

プローダー等の回路図にて故障事例を用いて故障箇所を探り、修理方法を

考える教育と日常保全の方法を内容にした。故障事例を問題にしての油圧

機器修理方法を考える内容の授業を取り入れた。

座学では、深部化・奥部化に対する運搬教育、自動化の教育としてワイ

ヤー計測器によるワイヤー管理の必要性と方法と実際に機器の取り扱い等

を教育内容に取り入れた。同時に部品をカラーチエックで診断する探傷方

法を行い部品管理に合わせた教育を行った。

坑外実習（機械教育）空圧機器の構造教育と整備技術、コース元施工技

術を行いワイヤー本継ぎ技術を坑内実習の教育とした。

エアーブロック・レバーブロック・コールピックなどの、整備教育はベ

トナムにも導入されているが、取り扱っている製品のメーカーが統一され

てなく図面もあまり詳しい物が入らず、整備方法が良く解らないとの現場
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の悩みがあり日本製品の図面と整備方法を教える実習も行った。

本継ぎ技術は、研修生に評価を得ているが坑内実習に取り入れ実際に

ギャドモーター（GM）設備と合わせて行った。
CAD の実習教育は、オートキャド LT2002（英語版）を使用し、作図か

らレイアウト編集などの基本操作を行い、機械図面の作図を行った。

①作図前の作業領域設定

②直線・長方形、多角形などの基本操作

③円、楕円の基本作図操作

④削除、やり直し等の基本操作

⑤面取り、切り取り等の基本操作

⑥移動、トラッキング、複写、配列複写の基本操作

⑦面層管理、線種、色等の基本操作

⑧文字、寸法線、印刷レイアウト等の基本操作

⑨三角法、等角投影法、斜投影法による機械図面の作成時間を短縮し４

日間の授業内容で教育を行った。

電気専門教育では、

①電気一般（配電方式・計測器による計測技術）

②電気機器（電動機変圧器の基本原理・保護装置・防爆構造）

③電気鉄道（電気機関車の種類・配電方式）

④工事材料（絶縁材料・導電材料の種類・性質）

⑤配電線路（坑内配電の施工・接地工事）

⑥電気火災（電気による災害・防止方法）

⑦機器管理（電気機器の管理・取り扱い）

⑧保安規則（日本の規則・ベトナム・中国の規則）

⑨保護装置（保護装置の役割・電圧降下の計算とその対策・事故電流の

計算と保護装置の設定）

シーケンス制御の教育では、図の読み方と描き方、実態配電図、坑内使

用機器のシーケンス図とその動作について説明しプログラマブルコントロ

ーラーの実習機器を用いて制御回路を設計しプログラムインプット・実働

作試験を行う教育を行った。

坑内実習では、電磁開閉器の配線及び故障原因調査教育とリレー試験方

法及びパンツアーコンベアー（ＰＣ）とベルトコンベアー（ＢＣ）を組み

合わせた連動運転の配線設備実習と保安設備教育を行った。短絡によりＰ

Ｃの電源が入らなくなり再度確認をする実践的な連動教育を行った。
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（ベトナム設備自動化技術習熟７ A・７ Bコース研修風景）

プログラマブルコントローラー 油圧実習

シーケンス実習

CAD実習 坑外実習（電気ケーブル）

坑外実習（コース元施工） 運搬研修（ワイヤー計測器）
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坑内実習（連動設備実習） 坑内実習（ワイヤー本継実習）

５）ベトナム救護技術実践コース

救護技術は、現在ベトナムのレスキューセンターで活躍している救護隊

員と各炭鉱に設置している救護組織の隊員、もしくは、これから救護隊組

織を作るために必要な人材の養成教育を行った。

研修は２回実施し、日本で行っている資格取得と同じ教育を全員に行っ

た。

教育の主眼は基本を重点とした教育・訓練を根幹とし、絶対的基本は救

護隊員の人命尊重であり、安全且つ迅速にして人命救助・災害の拡大防止

に全力を傾注し作業に当たることと、隊員の育成に酸素呼吸器の取扱い方

法と基本教練を重点に教育を行った。

救護実技実習は救護に関する方法と対策、処置について実際に釧路炭鉱

の救護隊本部で、酸素呼吸器の取扱いと事故対策・救急法の実技を行った。

救護隊訓練坑道では着装実技として、濃煙化での探検、罹災者の救出実技

を行った。また素面で消火実技を行い、坑内火災に関係する緊急袋密閉、

発泡消火等の初期消火、緊急救出用延長風道を使用しての罹災者救出など

の訓練を含めて行った。

①酸素呼吸器の取扱い

OKYGEM-11 酸素呼吸器の構造・機能・用途・特徴を説明し、充分に
器械の構造・機能を理解後、酸素呼吸器取扱い要領に基づいて点検方法、

組立方法など救護隊本部講堂で取扱いの実技を行った。器械の点検組み

立ては繰返し繰返しの反復訓練で、頭で覚えるのでなく体で覚える事を

基本として行った。
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酸素呼吸器の点検組立着装

②事故対策

救護隊員が着装中に事故に遭遇すると、救護活動が中断されるだけで

なく、そのままでは隊員の生命にも関わる重大事態となる恐れがある。

従って事故を未然に防止する事は勿論のこと、万一事故が発生しても安

全、確実、迅速に対応できるように、平素からあらゆる事故に対する最

善の対策、処置を考え、訓練を重ね体得するように実施した。

酸素ボンベの交換

③坑外救護隊訓練坑道における着装実技訓練

着装訓練は班長の指揮、動作が大事である。班員の疲労度と、酸素消

費量を把握して全員が無事故で帰着することを基本に着装実技を行っ

た。
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気圧報告（酸素消費量の確認） 鋸挽作業

④救急法

救急法の目的は、誰もが事故を防止し、緊急時に必要な救助や手当が

できるように、正しい救急法の知識と技術を身につけ、人間愛に基づい

てこれを行うためである。怪我や災害から自分自身を守り（二次災害防

止）、傷病者を正しく救助し、医師に引き継ぐまでの救命の手当及び応

急の手当であることを座学で教育し、実技で止血法（止血点・直接圧迫

・高揚法）、包帯法（三角巾使用）、骨折の処置、ダミー人形を使用して

の心肺蘇生法を行った。

心肺蘇生法（ダミー人形） 止血法（股動脈の止血）

⑤坑外救護隊訓練坑道における消火技術実習

坑内では火災の種類によって消火方法は違うが、坑内での基本的な消

火は、坑内設備の消火栓を利用してでの水による放水消火と発泡消火が

ある。発泡消火は発泡設備を用いて泡を発生させ、火源への通気遮断を
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行い消火する方法である。

放水消火 発泡消火水量調整

発泡液の吸引 風管内の送泡状態

⑥坑内火災延焼防止に伴う一時的緊急密閉

坑内火災を拡散させないため、一時的に通気遮断することを目的に空

気袋を使用した空気袋密閉を行った。本来なら酸素呼吸器を着装して密

閉実技を行いたいが、マスクを被ると周りが見づらくなるので素面で習

得するまで行った。

支え網の設置 袋への空気の注入
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⑦緊急救出用延長風道

坑内火災時において、濃煙の中での救護活動は、思うように進まず非

常に危険な苦労の伴う作業になる。このような場合、その打開策として

大断面の風管等を使用して通気改善をし、風管内で素面による活動がで

きることを目的として作られたものである。風管内では資材の搬入、担

架での罹災者の搬出もできるようになっているので、今回の実技では罹

災者の救出を行った。

準備室の設置 風管延長

訓練坑道内での救出 罹災者の搬出

⑧インパルス銃による初期消火（瞬発的噴霧に依る消火）

火災の規模によるが、初期的な火災に対して威力を発揮する消火銃で、

移動式で散水設備が無いところでも使用できるが、発射時の反動が大き

いので体位、姿勢を考え実技を行った。
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インパルス銃の構造 発射時の体位

６）ベトナム機械化採炭技術習熟コース

機械化採炭技術習熟研修は、採炭の新設・撤退・自走枠操作の実習を坑

内採炭現場もしくは坑内採炭研修現場で採炭現場指導員と研修指導員と共

に、機械化採炭技術習熟に関する研修により構成されている。実技研修期

間については、新設に伴う自走枠操作を約２週間、撤退はリトリバーを活

用しての実習を約２週間行い、坑道維持・下盤打ち実習を約２週間実施し

た。

以下にそれぞれの研修内容について示す。

（１）採炭技術習得

①研修箇所：上部左下層３号ＳＤ・第２斜坑研修現場

②研修生数：４名／２回

③研修用使用機材

・モノレーラー

・ベルトコンベアー （以下ＢＣと略す）

・ギヤードモーター、ワイヤー式舟橇 （以下ＧＭ・舟と略す）

・ステージローダー、サーベル

・切羽パンツァー

・ＴＨ－７自走枠

④研修内容

採炭の技術研修は、研修生４名が採炭切羽に於ける作業・切羽後方に

於ける作業・採炭新設・撤退作業とその他付帯作業をコールマイン採炭

係上席・作業員と一緒に行った。通訳に関しては２名を基本に実習を行

い、実技は作業前の打ち合わせの中での危険予知、声掛け応答の確認、

機械等を運転操作時の指差呼唱の実践による安全確認を主に行った。採

炭作業は、切羽稼働・新設・撤退作業分けられる。切羽稼働時は自走枠

操作等と後方作業であるモノレーラー・舟運搬を行った。自走枠操作時

フロントグリップ

銃口側

先端ゴムメンブレン

水充填バルブ

水ホースコネクタ

肩ベルト

空気容器部

空気ホースコネクタ

グリップ 安全弁

引金
（引金ロックレバー）

安全装置
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天盤からの落石がないか指差呼唱を行い確認させ、モノレーラー使用時

のレールの点検、適正工具の使用方法と吊り荷の状態の確認、操作スイ

ッチの指差呼唱での確認と寸動運転実施を指導し、舟運行時にも進行方

向の確認（障害物の有無）と周囲への声掛け応答の確認と寸動運転実施

の指導を行った。

新設作業は自走枠・切羽パンツァー据付・自走枠配管・ホース取替等

の作業を行った。撤退実習は坑外と坑内で切羽パンツァーを搬出する作

業を行った。

モノレーラー使用方法指導

舟橇送信機使用方法指導
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サーベル各ジャッキ操作方法指導 ステージローダー冷却水配管指導

自走枠操作指導 指差呼唱指導（天盤・切羽元安全確認）

（２）坑外実習

①研修箇所：坑外実技研修所

②研修生数：４名×２回 合計８名

③研修用使用機材

・バックホー （以下ＢＨと略す）

・ツインヘッダー （以下ＴＨと略す）

・リトリバー

④研修内容

カリキュラムに取り入れている坑外機械運転実習は、一般の座学

教育が終了した時点より始め、ＢＨ、ＴＨ、リトリバーを実施した。

その後、坑内において実技研修を行った。
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外研修実習 ＢＨ（バックホー運転操作・整備）

坑外研修実習 ＴＨ（ツインヘッダー・運転操作・整備）
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坑外研修実習 （リトリバー運転操作・整備）

⑤坑外実技における保安確保について

機器の取り扱い及び、運転における災害事例を元に災害防止等に

ついて教育した。具体的な教育内容は以下の通り。

・機器の取扱いは、一連動作に合わせた声掛け応答を確実に行う

こと。

・機器の運転は、周辺の状況確認と安全を確認してから行うこ

と。

・機械運転時、スイッチの入切りの確認は確実に行い、運転終了

時は施錠を確実に行うこと。

・災害事例教育

・リスクアセスメントによる災害防止教育

（３）リトリバー坑内実習

①研修箇所：第２斜坑採炭研修現場

②研修生数：４名×２回 合計８名

③研修使用機材：リトリバー

④研修内容

坑内での実技研修時期が、採炭現場の撤退時期と異なるため、採炭

用研修現場での研修になった。研修現場での実習のため、自走枠を引

き出し、再度据え付ける事が困難なため、トラフを引き出す実習を行

った。
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（４）坑道維持・下盤打ち坑内実習

①研修箇所：上部ＳＤ坑道ベルト

②研修生数：４名×２回 合計８名

③研修使用機材

・ツインヘッダー・バックホー

・ジュニアパンツアー（以下ＪＰＣと略す）

④研修内容

坑内の実技研修は、坑道の状況で判断し、その状況に適応する方法

で坑道の維持を行った。研修を実施した箇所は盤膨れのため坑道断面

のなくなった箇所で、主にツインヘッダー、バックホーによる下盤打

ちを行った。作業手順は、坑道断面のなくなった箇所において、切削

型下盤打機のツインヘッダーで下盤を切削し、破砕した硬は機械後方

に流送し、その後バックホーでＪＰＣに硬の積み込みを行った。また、

ツインヘッダーの進行に合わせＪＰＣのトラフ延長も行った。ツイン

ヘッダーでの下盤打は、研修生自身が運転したことによってその効率

と能率の良さが分かり、硬はＪＰＣ、ＰＣ、ＢＣに積込み、流送処理

をした。

⑤ツインヘッダー下盤打ち

下盤打ちは、ツインヘッダーで実施した。ツインヘッダーは切削型

下盤打機のため盤打ちスピードが速く、移動も多いのでケーブル管理

を確実に行いケーブルの保護を行った。また、ツインヘッダーの運転
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については、有資格者としての免許が必要となるので、あらかじめ坑

外にて座学・試験を行い、坑外実習現場で実技見習運転を行った。そ

の後、坑内で本格的に運転し、研修生が運転する時には、ツインヘッ

ダーの有資格者（研修指導員）が直接指導した。ツインヘッダーは、

ラジコン操作のため運転前の始業点検の他、ラジコンスイッチボック

スの動作確認、スイッチ投入時の声掛け応答の確認指差呼唱等の保安

確保に関する実技指導も行った。

⑥バックホー硬処理

硬処理はバックホーで実施し、直接ＪＰＣに積み込んでいる。運転

は研修生が行い、移動の場合は同僚の研修生がケーブル管理を実施し、

ケーブルの保護を行った。また、バックホーの運転についても資格が

必要なので、あらかじめ坑外にて座学・試験を行い、坑外実習現場で

見習運転を実施した。その後、坑内で本格的に運転をし、研修生が運

転する時には、ツインヘッダーと同様にバックホーの有資格者（研修

指導員）が指導した。バックホー使用時には、運転前の始業点検、起

動スイッチの入り切りの動作確認・スイッチ投入時の声掛け・指差呼

唱等の保安確保に関する実技指導も行った。

ツインヘッダー運転
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坑内バックホー（運転実習）

⑦保安運動

坑内研修で発生される災害・事故防止対策として、作業前に実習内

容などを毎回説明し、作業前には危険予知・指差呼唱を実践しながら

行なった。危険予知・指差呼唱の必要性は、座学教育の中で、どのよ

うに実施するか研修指導員が災害事例を用いて研修生に教育した。

７）ベトナム機械化掘進技術習熟コース

坑内研修は、機械化掘進、ロックボルト施工技術等の坑内掘進技術に関

する研修により構成されている。実技研修期間については、掘進実技を各

コース全員で約２週間、その後ロックボルト施工実技を３週間行った。ま

た坑外研修野中でマイナー、シャトルカーの機械運転資格習得座学６日間

と運転操作実技３日間実施している。以下にそれぞれの研修内容について

示す。

（１）坑外機械運転操作技術習得

①研修箇所：坑外実技研修所

②研修整数：４名／２回

③研修用機材

・コンテニアスマイナー （以下ＣＭと略す）

・シャトルカー （以下ＳＣと略す）

④研修内容

世界の炭鉱で使用している掘進機械はロードヘッダーが主でＣＭは

採炭機械として使用されているが、釧路コールマインにおいては、沿
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層坑道掘進を行う機械としてＣＭを使用している。ＣＭで切削した石

炭や岩石をＳＣに積み込んでＳＣがベルトコンベアー又は、パンツア

ーコンベアーに石炭や岩石積み込んで坑外に搬出されている。ＳＣは

ＣＭとベルトコンベアーの間を走行し石炭や岩石と切羽に必要な資材

を運搬している。

機械運転操作技術習得実習は、ＣＭ・ＳＣの運転操作だけでなく始

業前の点検とメンテナンスも行い、実際に坑内実技でも始運転操作を

行う上での必要事項を行った。

ＣＭコントロールバルブの説明 ＣＭ運転前の各所始業点検

ＣＭの油圧コントロールバルブ動作の確認 ＳＣ運転前の各所始業点検
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ＳＣリールケーブル巻き取り状態 坑内を想定したＣＭ・ＳＣの運転の点検操作

⑤坑外研修、実習に於ける保安

坑外に於ける機器取り扱い、運転時に於ける災害防止と故障排除等

の教育をした。

・機器の取り扱いは、一連動作に合わせた声掛け応答の確認を確実

に行うこと。

・機器の運転は、周囲の状況確認と安全確認してから行うこと。

・機械の運転時、スイッチの入切りは指差呼称での確認を確実に行

い、運転終了時は自走防止処置と施錠を確実に行うこと。

（２）掘進技術習得

①研修箇所：上部中央２号ＳＤ風坑№９－１２ＣＭ

②研修生数：４名／２回

③研修用使用機材

・コンテニャスマイナー （以下ＣＭと略す）

・シャトルカー （以下ＳＣと略す）

・モノレーラー、チェーン式搬送機

・ベルトコンベアー （以下ＢＣと略す）

・ギヤードモーター、ワイヤー式舟橇 （以下ＧＭ・舟と略す）

・エアーブロック

・タコマンチェーン

・インパクトレンチ

・台付けワイヤー

・レバーブロック

・扇風機、風管等

④研修内容
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掘進の技術研修は、研修生４名が掘進坑道の切羽作業・切羽後方作

業・ＢＣ延長作業とその他付帯作業実習を現場指導員と一緒に行った

。通訳に関しては２名を基本に実習を行い、実技は作業前の打ち合わ

せの中での危険予知、声掛け応答の確認、機械等を運転操作時の指差

呼唱の実践による安全確認を主に行った。

作業前のタッチアンドコール ＣＭ切削後の先受けへの冠材上架

冠材裏込め空繰り作業 枠脚建て根掘り作業

枠脚建て作業 切羽付き作業で搬送機にて鋼枠吊架作業



- 118 -

搬送機で鋼枠を切り羽へ搬送 ＣＭ運転前のスイッチ確認

ＣＭを運転し天盤切削 切羽元の風管延長作業

モノレーラー操作方法説明 ベルト延長作業（フレーム組）

ベルト延長作業（通り高低修正）
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（３）天盤制御

①研修箇所：上部中央２号ＳＤ風坑搬入

②研修生 ：４名／回

③研修機材

・ハンドヘルドボルター（キングコブラ）

・エアーコンプレッサー

・ミキシングタンク（モータ付き）

・グラウトポンプ

・テンショニングユニット

・ＳＰ－リードアウトユニット

・ソニックプローブ

・コアバレル

・引き抜き試験器

④研修内容

天盤制御研修では、コア採集、計測器設置・計測、ケーブルボルト

施行、ロックボルト施工、と一連作業で行った。ロックボルトを施行

する基礎であるコア採取して天盤の亀裂状況と地質状況の確認した。施

行方法については、それぞれ異なるのでその都度、指導員が手本を見

せ進めた。その他、コンプレッサーの始業前点検・運転、穿孔機の日

常保全、各作業時の安全確認方法など必要な保安作業も実施した。研

修生は、４名なのでロックボルトシステムのローテーションをかえて

研修を行った。

⑤コア採集

天盤のコアを採集して岩石種類、亀裂分布状況を確認して、ＲＱＤ

値を算出して岩盤の状況を知る事が重要であるため、ＡＷロットにコ

アバレルという器具を取り付け、直天盤上８ｍまでのコアを採取し、

コアロギングを行い天盤状況を確認し柱状図を作成した。また、同じ

孔に7.4ｍまでの距離の変位量と歪みを正確に計測を出来るエクステ

ンソーメーターを設置し、ソニックプローブ・ＳＰ－リードアウトユ

ニットを使用し、研修生が実際に計測して計測値をコンピューターに

入力し、歪み・変位量グラフを作成し柱状図とグラフの値がどう関連

しているかを読み取り天盤層の挙動を管理した。
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ＡＷロッドをコアバレルに接続 コアを採取中

コアバレルから採取したコアを取り出す コアロギング中

エクステンソメーターのマグネット リードアウトユニットをセット中

アンカーをセット中

エクステンソメーター計測中

⑥ロックボルト施工

ロックボルトは、岩盤層をレジン（接着剤）とスチールボルトで繋ぎ
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止めて、岩盤層にプリテンションを掛け締め付けて補強する（能動的支

保）効果が大きいと言われている。研修生は、ハンドボルターで直天盤

に2.4ｍまで穿孔後、孔にレジン（接着剤）とスチールボルトを入れて

からハンドボルターで回転させながら押し上げ、レジンが固まった後、

スチールボルトのドライブナットを締め付けて天盤を補強し、ハンドボ

ルターを操作し実習した。研修生は初めてなので、練習してから作業に

入ったが実際に打設するとレッグ（押し上げ）と散水のレバー操作に苦

労していた。目で見てその場で確認出来るテルテール計測器を設置し、

研修生が毎日作業前に計測し点検板に記入して天盤状態を確認した。

2.4m 穿孔中 レジンにケーブル帯を取り付けて準備中

レジンを攪拌しながらボルトを押し上げ 引き抜き試験器をセット中

ボルトの引き抜き試験実施

⑦ケーブルボルト

ケーブルボルトは坑道交差部や断層際など坑道の天盤層に大きな変位
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が生じる箇所と予想される箇所に施行するが、ロックボルトを施工した

箇所で変位量が基準以上になった場合、二次的支保として施行する実習

も行った。

ケーブルボルトの施工方法としては、ハンドボルターで天盤に8.0m～

10.0ｍまで穿孔して、穿孔口からブリザーチューブとグラウトチューブ

を取付けた10ｍのダブルバードゲージケーブボルトを孔尻まで挿入し口

元をコーキングをした。その後、ミキシングタンク内で水とストラータ

バインダを攪拌しグラウトポンプにグラウトチューブを接続して最大10

8kg/㎠の圧力を掛けてグラウトを注入し、１日後にはグラウトが硬化し

強度が安定するためテンショニングユニットを使用して20,000Mpaの圧

力でケーブルボルトを緊張し天盤を補強する実習の一連の研修を行った

ケーブルボルト組み立て ケーブルボルト挿入

口元コーキング グラウト（セメント）撹拌

グラウトポンプにてグラウト注入 ケーブルボルト緊迫
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⑧保安教育

入坑前に抗口の研修室で、その日の作業内容と内容に関連する保安指

示を行い入坑し、朝と昼からの立上がり時に作業に対して危険要素を話

し合いその対策をタッチアンドコールで確認。研修生は、全ての作業が

初めてなので、研修指導員が最初に手本を見せてから研修生に実際に行

った。作業中に危険を感じた場合は、その作業を一旦停止させて、全員

に解るように説明をした。

タッチアンドコール

８）ベトナム通気保安技術管理実践コース

（１）通気技術

ベトナムの通気については、現在、通気部が新たに発足した炭鉱が非

常に多く、そのため通気部としての経験がまだ浅く、採掘深度、地質条

件、災害発生状況、通気管理技術の経験に併せて座学、実技とも基礎的

な内容に重点おき行った。

内容としてはガスの一般知識、危険性も含め通気の各種測定方法、そ

の測定ＤＡＴＡの活用方法、通気網解析に関連する通気基礎計算、風丸

基礎、その風丸の操作方法、自然発火防止施設等の作製手順、流送充填

基地の見学等の実技を行った。また近年のベトナム炭鉱におけるガスに

起因する災害や自然発火災害等の坑内掘炭鉱特有の災害の発生状況や特

徴について研修生が自ら考え、対策を導き出せるようアドバイスを与え

ながら行った。さらに、研修生の要望に添えるよう質疑応答を交えなが

ら、より内容の濃い総合的な研修を行った。また、モデル現場等の他、
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坑内での実習に難点のある研修については、坑外に設備してある模型や

各実験装置を利用し研修を行った。

集中監視に関する講義の構成は、座学、坑外指令室見学、パソコンを

使用した集中監視模擬実習の組み合わせとなっている。近年、ベトナム

の炭鉱においても集中監視の導入が多く見られるようになり、集中監視

の必要性、効果等についての基本的な考え方を重点に研修を行った。

また指令室の集中監視、制御システムの見学および紹介ＤＶＤ、ビデオ

を活用し指令室の管理体制、任務、役割等も含め、異常時の対応等、将

来の集中監視のあるべき姿についても具体的に説明した。坑内通信につ

いては、誘導無線装置の原理や特徴を中心に説明し、集中監視と同時期

に導入することにより、円滑な保安、生産管理と緊急時の災害対応に能

力が発揮できることについても併せて説明した。

集中監視実習においては、研修センター実験室の模擬実習装置を使用

して、同装置に設備してある各種センサから送信されるデーターを用い

て、集中監視室側のパソコン上の坑道図にセンサを配置し、それぞれの

警報設定など実操作を行うことで集中監視の維持、必要性の体験実習を

行った。

①講義内容

ア．通気基礎

・通気の目的、必要性

・空気の性質、成分、特徴（坑内空気の重量と容積変化）

・自然通気と機械通気（扇風機の３法則）

・通気方式（中央式、対偶式）

・圧力による通気管理法（圧力、風量の関係）

・通気計算（ガス湧出量、出炭トン当たりガス湧出量、計画時想定

ガス湧出量算出方法、通気抵抗）

イ．通気概要、通気管理

・通気組織と運営管理

・通気ガス検定員の任務と役割

・通気測定機器の紹介、構造、特徴

・主要通気と主要扇風機の構造

・連合通気と補助扇風機、局部扇風機の役割、構造

・通気圧分布曲線の考え方、作成方法

・採炭の通気管理（模擬坑道活用）

・掘進の通気管理（模擬坑道活用）
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・採掘跡のガスコントロール

・局部の通気管理の重要性

ウ．ガス炭塵爆発防止

・日本のガス炭塵爆発災害事例と対策

・ガス炭塵爆発が減少した経過、変遷

・着火原因の分析、対策

・静電気の発生と防止

・可燃性ガスの停滞原因

・ガス排除法および施設

・局部扇風機の車風

・メタンガスと炭塵の爆発関係

・爆発性の炭塵と散水、岩粉散布法による対策

・爆発伝播防止施設の規格（水棚・岩粉散布）

・インターロックの基本概念

・電源遮断範囲

・ガス警報器の配置と警報設定

・坑内ガスの特徴、性質

エ．ガス抜き

・旧坑、採掘跡における気圧降下の影響とガス抜きによる制御法

・密閉ガス抜き法と自動差圧計の構造

・ガス抜きの規格と口元の設備

・ガス抜き測定

・坑内から坑外までのガス誘導設備

・ガス利用（興津ブロアーから坑口ボイラー）

オ．粉塵防止

・日本のじん肺訴訟と粉塵防止対策の経過

・粉塵測定法（相対濃度、質量濃度、遊離珪酸）

・湿式穿孔と散水による対策

・防塵ネットによる対策、規格

・吸出通気と集塵機による対策

・防塵マスクの着装基準

カ．自然発火防止

・災害事例と対策

・自然発火の発生要因と発生しやすい箇所

・要注意箇所の考え方

・一般坑道に於ける自然発火防止対策
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・枠裏充填工法

・温度観測孔と温度センサーによる監視

・採掘跡の自然発火防止対策

・選炭排水による採掘跡充填法

・流送充填技術とフライアッシュ密閉工法

・ガス分析及び臭いによる判断法

・ＣＯ集中監視による警報、早期発見法

キ．坑内火災防止

・災害事例と対策

・未然防止対策

・早期発見体制

・初期消火体制

・坑道維持管理

・連絡、指令体制、退避システム

・被害拡大防止対策

・通気制御の理念

ク．集中監視概要

・集中監視システムの歴史・特徴および基本理念

・総合管理システムを構成する監視系・管理系各システム内訳

・監視クライアントの構成および表示項目の詳細

・伝送システムの構成と伝送体系

・ＤＡＴＡ処理と画面表示の考え方

・警報設定の基準

・ＣＯ監視の７段階警報

・将来の集中監視と制御の在り方

ケ．坑内通信装置

・有線・無線各通信装置の種類と使用箇所の適応

・誘導無線の開発経過と原理、機器構成

・誘導無線の特徴及び故障時に対する保全対策

コ．各種センサ

・メタンガス検知器の種類とそれらの検知原理

・一酸化炭素・風速・差圧各測定器の測定原理

サ．指令室見学

・集団・主要ベルト監視・操作機器、監視用ＩＴＶモニター

・主要巻揚機監視機器（モニター）

・監視クライアント、データベースサーバー、監視サーバー他



- 127 -

・各保安監視の表示、警報、監視体制

・防爆型ベルト巡視ロボット

・特高変電室監視装置

・指令室の人員と管理体制及び任務、役割

・入坑人員の掌握や緊急時の対応システム

シ．集中監視模擬実習

・模擬坑道を用いて採炭切羽に於ける各種センサーの配置

・各種センサーの設置目的と構造

・集中監視項目や基本操作の説明

・シンボルの作成と配置

・シンボルへの警報定義設定

・シンボルとデーターのリンク設定

・実際に警報を発生させた時のパソコン側の操作

・坑道の作図によるシンボル配置、警報確認

②実習内容

ア．通気測定実習（坑内各所）

・風速測定（ビラム測風器、デジタル測風器、発煙管、断面測定棒）

・通気圧測定（気圧計、測風器、断面測定棒、温湿度計、発煙管）

・長距離断面測定（断面測定棒、スケール、断面換算表）

・粉塵測定（相対濃度測定器、質量濃度測定器、測風器、温湿度計、

刷毛・ビニール袋）

・温度観測孔測定（デジタル温度計、携帯型CH4・CO計、二連球、

ガスサンプル採集管）

イ．通気管理巡回のポイント及び通気観測実習（坑内各所）

・風門、風橋、扇風機座、風管、水棚、各種センサ類の点検要領

・ガス測定のポイント（切羽、高落箇所等）

・ガス抜き測定（ＣＨ４濃度、流量、圧力、ＣＯ濃度、サンプル採

集法）

・密閉観測（内部測定、外部測定、サンプル採集法）

・補助扇風機座の構造と点検のポイント

・ガス排除設備（扇風機、張り出し、吹き上げ板、エアージェット

等）

ウ．流送充填、密閉、枠裏充填技術実習（坑内外各所）

・フライアッシュ密閉工法の規格、構築手順

・枠裏充填工法の規格、構築手順
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・枠裏充填基地の構造、操作手順

・トルクレット基地の構造、操作手順

・坑外流送充填基地の構造、操作手順

・密閉、枠裏充填作業現場の見学、質疑応答

エ．通気計測のＤＡＴＡ処理実習（坑外座学教室）

・風量、温度、湿度、圧力測定（通気図のまとめ、作製方法）

・通気圧測定（通気抵抗計算方法と評価法）

・長距離断面測定（図形化と評価法）

・粉塵測定（ＤＡＴＡ解析と評価法）

・ガス分析（ＤＡＴＡ解析と評価法）

オ．通気網解析支援ソフト「風丸」実習（坑外研修センター集中監視

室）

・通気計算の理論、目的、必要性

・通気圧測定の目的、重要性

・「風丸」の特徴、使用条件

・「風丸」の基本的な操作方法

・小規模な例題通気網の作製

・中規模な例題通気網の作製

・「風丸」応用操作（火災シミュレーション、３Ｄ表示）

カ．ガス分析実習（坑外研修センター実験室）

・ガス分析の目的、ガスクロマトグラフィの概要

・ガスサンプル採集実技（興津ブロワー）

・ガスクロマトグラフィの一連の操作実技

・ガス分析結果の判断基準方法

・石炭加熱試験装置と加熱酸化試験グラフの説明、活用方法

・臭気訓練の目的、実習、活用方法

キ．集中監視実習（坑外研修センター集中監視室）

・採炭切羽模擬坑道とセンサー配置の目的

・インターロック電源遮断の仕組み、目的

・集中監視画面の概要と基本操作

・シンボル配置、ＤＡＴＡ定義の方法

・警報設定及びトレンド定義の方法

・模擬坑道各種センサーＤＡＴＡの変動による警報発生の流れ

・煙を利用した模擬坑道内の気流の流れ

③通気教材
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ア．パワーポイント

・通気概要、通気管理、通気基礎、坑内ガス、通気観測、主要扇風

機、通気網解析支援ソフト『風丸』、ガス突出、ガス炭塵爆発、

通気負圧管理、インターロック、ガス抜き、自然発火防止、ガス

分析、災害事例、粉塵測定、集中監視、坑内通信装置、各監視セ

ンサ原理

イ．ＤＶＤ、ビデオ

・流送充填技術」、「ガス突出防止技術」、「ガス炭塵爆発実験」、「通

気管理技術」、「自然発火防止技術」、「坑内火災防止技術」、「粉塵

濃度測定方法」、「集中監視システム」

ウ．坑内・坑外見学

・密閉作業現場・板巻作業現場・トルクレット作業現場（坑内：自

然発火防止技術、坑内火災防止技術）、流送充填基地（坑外：自

然発火防止技術）、坑口主要排気扇風機（坑外：通気管理技術）、

興津ブロアー（坑外：ガス抜き・利用技術）

エ．使用機材

・(座学) 飽和水蒸気圧換算表、坑道断面早見表、ガス検定器原理

図、温度センサ原理図、ガス分析フローチャート図、深度とガス

湧出量関 係図、粉塵測定結果表

・(実習)

a．測風 ：ビラム型風速計、デジタル風速計、断面測定棒、断面

早見表、発煙管

b．温度、湿度観測 ：アースマン乾湿計、

c．密閉、ガス抜き観測 ：ガス検定器（ＣＨ４、ＣＯ、Ｏ２）

携帯式温度計、多点式温度計、２連球、

ガスサンプル採集管

d．通気管理巡回ポイント：ガス検定器、誘導無線器、ガス測定
棒

e．坑内気圧測定 ：坑内気圧計

f．通気網解析 ：ソフトウェア『風丸』

g．ガス分析 ：ソフトウェア『ガス分析』、ガスサン

プル採集管、２連球

h．粉塵測定 ：相対濃度計、質量濃度計、乾湿計、測

風器、

スケール

i．密閉、枠裏充填 ：枠裏充填基地、トルクレット基地、密
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閉・枠裏充填完成現場

j．ガス炭塵爆発実験 ：ガス炭塵爆発実験装置、静電気爆発実

験装置、炭塵、１０％、１００％ＣＨ

４計

k．臭い体験 ：炭塵、電気コンロ、容器、棒状温度計

l．ガス抜き ：密閉ガス抜き自動差圧計

④通気関係写真（実習）

ベトナム通気 天盤ガス測定

ベトナム通気 風丸実習

⑤その他通気研修教材写真
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通気（ガス爆発実験装置）

通気（岩粉散布使用規格袋）
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集中監視（実習用各センサー取付器）

集中監視画面

各測定用計器類
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通気（ガス分析装置）

通気（加熱試験装置）
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通気（臭気体験装置）

通気（主要扇風機模型）
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通気（静電気爆発実験装置）

通気（自動ガス抜き装置）
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４．２．５ 外部研修

１）札幌研修

札幌研修は、保安管理者コース、炭鉱管理者コースと炭鉱技術者コース

の訪問先が違うこともあり、札幌研修の研修期間が１日管理者コースの方

が長く設定されている。訪問先も日本及び世界の企業の中で名の知られた

企業もあり、また、小さな企業の中でも特定の分野において世界の中で技

術的にトップクラスの企業を訪問した。

各企業には、５Ｓ運動から６Ｓ運動に展開し企業の管理方法を徹底した

教育と運営・改善を行っている会社や、ＴＰＭを導入しコスト削減、改善等

を取り組み、賞を受賞している会社等色々と研修生は、日本の訪問先の会社

や関係機関で、炭鉱に応用できる考え方、方法、対策など保安確保、環境問

題、設備の自動化、炭鉱に活用できる機器・機材等、企業訪問を通じ研修生

には、特に実りある研修となった。

各種訪問先での研修内容については以下のとおりである。

・北海道電力株式会社苫東厚真発電所

勇払郡厚真町にある北海道電力株式会社苫東厚真発電所の訪問目的

は、発電所における揚炭、貯炭、運炭に関する管理技術である。北海

道の機関電力供給会社、石灰処理も含めた施設、設備について説明を

受けた。その後、揚炭、運炭、貯炭状況などの説明を受けながら、粉

塵対策、自然発火、排水処理など、ハンドリングにかかわる諸問題や

ベルトコンベアー、ポケット、ロータリーディスチャージマシーンと

いった運炭に関わる設備などの集中監視技術についても詳しく説明を

受けた。

・株式会社レアックス（地質調査）

訪問目的は、地質調査技術である。レアックスの会議室に於いて、地

質調査で使用する、ＢＩＰシステムレーダーシステムなどについてビ

デオによる紹介を受けた。研修生はＢＩＰシステムにおけるボアホー

ルカメラに関心を示し多くの質問があった。

・北海道東科計器株式会社

訪問目的は、炭鉱用の各種センサーの開発とその製造技術である。鉱

山用の計器、計測器類を製造。釧路炭鉱でも使用してるメタンガス警

報機、ＣＯ警報機を始めとする計測器類について説明を受けた後、社
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内に展示してある計測器類を研修生は関心を持ち、製造期間、値段な

どを熱心に聞いていた。また、製品を購入した場合、国で使用可能な

のか、搬入などについても質問があった。

・株式会社西野製作所

訪問目的は、自走枠鉄柱他炭鉱機器の修繕技術である。

会社設立から、一般産業機械部品の製作と管理を初め応用範囲の広い

表面処理、容射設備技術の確立、機器設備を整え近代化を図った。さ

らに、工業用硬質クロムメッキ設備など高性能と経済性の追求、使用

環境に応じた材質・耐久性・機能性の向上が考慮された部品工場など

の説明を受けた。炭鉱の鉄柱類のメッキ作業場では、そのでき具合に

研修生は感心とすると同時に日本技術の高さに感心していた。

・三晃化学株式会社

訪問目的は、通気用帯電防止風管の製造技術である。

帯電防止用品は炭鉱にとって必要不可欠な製品であり、坑内ではその

使用が義務付けられている。会社概要説明や製品にする時の圧粘着方

法と静電気防止用ライン接着などの製造工程を見学し、研修生は技術

の高さに関心していた。製品は風管、気密室、クロス系のバックなど

様々なものが作られている。その他に、炭鉱で使用している樹脂製ト

ラフが日中合弁で中国山東省の煙台でも製造されていることを研修生

は知り、連絡先などを確認していた。

・砂子炭鉱

訪問目的は、露天掘の計画的採掘と緑化復元、機器の保全体制につい

ての管理技術である。少ない人員での効率の良い出炭量と出炭後のコ

ストの高い緑地化をしての利益追求には驚いていた。また保安管理と

環境保護という任務も高い効果を上げていると実感し、多くの質問が

あった。

・日農機製工株式会社

訪問目的は、社員教育が徹底され、特に５Ｓ運動についてはメンテ

ナンス協会なでに頼らず独自で作り上げている実施状況を見学する。

自動化が進み、人員が少なく、保安設備が完備、会社の技術革新が
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高く特許を多く持ち、生産で細かく追求し、作業方法についても改

善し続け製品の競争力を大幅に向上している。５Ｓ運動の導入と活

動につながると高い効果を上げていると実感し、多くの質問があっ

た。

・株式会社札幌振興公社

訪問目的は、坑内人員輸送技術の一環として、大倉山リフトで自動

巻き上げ機械の管理運営技術を研修する。

・雪印資料館

訪問目的は、会社の経営改革と食品衛生管理、品質管理技術である。

雪印乳業の発展歴史、乳製品の製造過程を見学することができ、乳

製品に食安全に対し、強い責任を持ち、「品質は企業の命」という

経営理念を貫いており、研修生一同見学を通じて視野を広げること

ができた。

・北海道旅客鉄道株式会社

訪問目的は、車両の管理・保全技術と保安運動である。

・北海道電力株式会社 総合研究所

訪問目的は、送電技術、資源開発、新事業の開発、環境に関する取

り調べ、厳しい自然条件での電気供給問題に関する沢山の研究に取

り組んでいる。また電力技術面だけでなく、環境保護や廃棄物のリ

サイクル、また二酸化炭素を媒介とするヒートポンプにも優れる開

発を持つことがわかり、研修生は技術の高さに関心していた。

・北海道石油共同備蓄株式会社

訪問目的は、有事の際に迅速・確実に供給を行うため日常より５Ｓ

運動を実施しており、活動状況を見学する。基地の作業員は５Ｓ、

ＴＰＭ、改善提案などを積極的に運営と管理に参加し、日常的に小

さな改善を積み重ね、大きな効果をもたらしていることに感心して

いた。

・スター農機株式会社
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訪問目的は、５Ｓ運動、改善の実施報告、指差呼唱に実施状況を見

学する。スター農機の経営者から現場の作業員まで、５Ｓ運動と職

場改善に努力し、労働者保護と作業環境の確保に力を注いでいるこ

とが感じられ多くの質問があった。

・ミツミ電機株式会社千歳事業所

訪問目的は、ＩＣチップなどの半導体を開発・製造している工場の

管理・運営について見学した。

・新日本製鐵株式会社

訪問目的は、製鐵行程と集中監視について見学した。

・トヨタ自動車北海道（株）

訪問目的は、「みえる化」など工場内での５Ｓ運動と工場の管理・運

営について見学する。研修生は見学を通じてトヨタ自動車の厳しい

品質管理と環境保護を重視する高い科学研究技術に関心していた。

・石炭博物館

訪問目的は、急傾斜採掘を行うにあたっての保安・生産のポイント

を資料・模擬坑道により説明してもらい、理解した。

・カルビー株式会社千歳工場

訪問目的は、工場見学を通じＴＰＭ管理システムについて見学する。

工場内は清潔・清掃で、設備の問題を見つけ、さらに生産過程の問

題を見つける。問題に対し、改善対策を立て、終わりなき改善で実

際操作に合う手順を作り、ＴＰＭ活動に会社生産管理の一貫にして

ることが研修生は大きな効果をもたらしていることに感心していた。

４．２．６ ベトナム会議関係報告

平成１９年１２月４日（火）から同年１２月６日（木）にベトナムハノイ市

において開催された石炭・採掘会議及び展示会で炭鉱技術及び関連情報等の収

集を実施し、これらの成果を研修に反映した。

石炭・採掘会議においては、現在のベトナムエネルギー事情に関する講演が

行われ、今後ベトナムの経済は急速に発展すると推測され、エネルギーの消費
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も大幅に増加する傾向となっている。

ベトナム産業発展に伴いベトナム全体の最大需要電力は大幅に増加し、全国

の発電所総出力は２００６年の１２，２７０ＭＷから２０２５年には１００，

０００ＭＷまで増加すると予測している。これに伴いベトナムのエネルギー関

連各社が、石炭、ガス、水力等による発電所の建設及び開発計画を進行中であ

り、２０２０年から２０２５年の６年間に９基・合計出力１１，０００ＭＷの

原子力発電も計画されている。更に、新エネルギーとして風力発電や太陽光発

電も検討している。

この計画の中で、ベトナム国内の石炭使用量は２００６年の約１，０００万

トンから２０２５年には１億２，０００万トンに達し、石炭生産量は２００６

年の３，９００万トンから２０２５年に最大８，０００万トンになると推測さ

れ、近い将来ベトナムは石炭輸入国へ転換すると予測している。

このため、ベトナム石炭産業は急速な増産体制を構築する必要があり、安全

を確保しつつどのように増産するかが大きな課題となっている。

研修においては、この「安全に石炭を増産する」ために必要な固有の技術を

向上させることが不可欠であると同時に、増産のための機械化推進に伴い電力

使用量の増加が懸念され、機械設備が導入されてから省エネルギーに取り組む

ことは大変難しいため、現在のベトナムエネルギー事情と機械設備導入時の省

エネルギーの考え方について講義を行った。

ＳＥＲＧＩ社の「変圧器火災と爆発防止システム」及びＩＮＣＯ社の「現在

の近代的な巻揚機とその安全」については電気設備や巻揚機の安全確保に関す

る有益な講演であり、中国設備自動化省エネ技術習熟コースでＣＤやパンフレ

ット等の資料を活用し講義を行い、ＳＣＡＮＴＣＨ社の「石炭のリアルタイム

モニタリングの方法」については石炭の品質管理上重要な講演であり、知人の

貯炭場で使用しているメーカーでもあるため、最新技術として選炭技術の講義

に反映させた。

また、採炭・掘進等の機械化を推進するために必要な中国、ロシア、ポーラ

ンド、ドイツ等の国からドラムカッター、パンツァーコンベアー、自走枠、ロ

ードヘッダー、ドリルジャンボ、サイドダンプローダー等の採掘機械の展示や

パンフレットを入手できたため、これらの情報も提供した。
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４．３ 生活管理

研修生が安心で安全な環境下で研修期間を過ごすため、日常生活と健康管理を

重点的にチェック等をし、通訳とコミュニケーションを図りながら研修生から出さ

れる問題の対応と早期解決に心がけてきた。

研修生の滞在期間中は、毎朝ホームルームの時間（１５分）を設け、研修生一

人一人の健康状態などを把握し対応しながら、最善に研修を取組めるよう行った。

また、毎週１回（木曜日）研修生代表者と会議を開催し、生活と研修に関わる意見

と要望などについて意見交換を行い解消してきた。

研修休日には、各関係各所との連携を密にしながら協力もあって、釧路市、町

内会、国際ボランティアの会など数多くの行事に参加し、日本の文化や習慣に触れ

ることができた。

４．３．１ 生活

１）規則・きまり

（１）研修生が毎回入居する時に各部屋にて生活指導教育を行っているが、その

時のみでは、なかなか理解が出来ないため、ホームルーム等の時間を利用し

て都度説明を行ってきた。

（２）ゴミの有料化に伴い、宿舎の各部屋にはゴミ処理のきまりを掲示して可燃

ゴミ、不燃ゴミ及び資源ゴミの分別を行ってから出すように指導してきたが、

日本の生活習慣の中で、なかなか馴染めない習慣の一つであった。研修生の

代表者を集め会議を開催し、その会議を通じての話し合いなどにより、理解

してもらう時間を作り、分別の徹底を図ってきた。

（３）宿舎の各部屋は老朽化などで修繕が必要となる箇所も発生するので、研修

生からの報告とチェック体制を強化して早期解決を図ってきた。

（４）研修生の外出時に、行き先を明示するボードは、研修生の滞在箇所の把握

と緊急時の連絡対応の目的を理解してもらいながら有効的に活用してきた。

（５）土曜日、日曜日の研修休日の連絡体制を確実にするために通訳の当番を決

め、 携帯電話を持たせることにより、迅速な対応を図ってきた。

２）給食

（１）給食運営については、給食の趣旨を十分認識し、適正な食材を使用すると

ともに、所要の栄養量の確保と海外研修生の嗜好を充分に配慮しながら作成

した献立に基づき行ってきた。

（２）給食期間は、平成１９年４月１日から平成２０年３月２０日までの研修日

（月曜日から金曜日）

（３）献立表作成は、１週間毎とし、通訳に翻訳して貰い食堂に献立を掲示して
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研修生に解るようにしてきた。

（４）月／２回の給食会議で、研修生より食事の意見を聞きながら、より良い給

食を行うために都度改善を行った。

（５）給食時間

① 朝食 午前８時００分から午前８時４５分まで

② 昼食 午後０時から午後１時まで

③ 夕食 午後５時３０分から午後７時３０分まで

（６）入坑実習の弁当は温かい食事をできるようにランチジャーを使用した。

（７）一日の研修終了後、週２回の体育館使用日には、スポーツ後に食事とする

研修生からの要望を生かしながら、食事の管理を強化してきた。

３）外出、余暇

研修生のストレス、精神的なメンタル部分についての解消は大変大事なことで

あり、研修生からの精神的・物理的な面でのニーズに答えられるような活動を行

ってきた。

日常的には研修時間外のスポーツ施設の利用、研修センター内の卓球、ビリヤ

ード設備の利用、休日には釧路市、町内会等が企画して頂いているイベントへの

参加、食材・生活必需品の調達のために必要な買い物バスの運行、そして各研修

コース毎の指導員が企画・引率する釧路市近郊への文化研修等、幅広い企画とチ

ャンスを活用することは、研修生にとっては長期研修期間中の思い出に残る時間

であると共にホームシックを解消できる時間として対応した。

４．３．２ 健康管理

研修生にとっては、日本における生活環境、食生活、運動の変化に柔軟な対応が

難しいことから、精神面から来るストレスにより体調を崩し身体の異常を訴える研

修生もいて、特に腹痛、下痢、皮膚炎が発生した。生活環境に関しては、気候、湿

度の違いを変える事は出来ないため、宿舎生活の中では釧路市の気候・風土に合わ

せた健康管理について指導した。食生活については、研修生の意見を反映しながら、

好みに応じた調理、調味料などを備え、出来るだけ各国の食生活に近付けるよう努

めてきた。

日頃の健康管理については、体調不調等を感じたら直ぐに指導員に伝えてもらい、

自己判断させずに病院へ行き、医師の支持指導に従っての治療が第一であり、通訳

が医師からの病名を聞き取りながら、投薬、治療を研修生に伝える事がもっと大切

な治療方法としてきた。
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５．研修評価

釧路研修は、研修生と研修指導員が、共に学ぶ研修をモットーとして、努めて

きた。一年間の評価を下記のようにまとめた。

５．１ 共通研修

研修生の来釧時から、オリエンテーション、カントリーレポート、デスカッシ

ョン、帰国前の決意表明時において、研修内容等の意見、要望を聞き取りし、研

修に反映した。

１）オリエンテーション

釧路での宿舎生活を研修生が、快適に生活出来るように生活の決まり、生活

器具類等の取扱い、備品等の説明を行い、約２日間の期間を設け宿舎周辺の地

図等を使用し、地域概要を説明した。また、研修生が日常的、自炊時に利用す

る商店、金融機関、地域安全を見守る警察駐在所等を説明した。特に習慣の違

うゴミ分別以外は、大きな問題はなかった。

２）日本語

釧路での生活や研修時に必要な日本語の授業は、研修指導員が行った。

コースには、約５週間から１２週間と研修期間に幅があり、しかも研修生に

よっては日本語に対する関心度に違いがあるため、教育の方法に一貫性を持た

せるには難しさがあった。内容については、日本語の発音、日本人とのコミュ

ニケーション、生活に必要とする基礎的な会話、実技研修時に必要な最低限の

言葉などに重点をおいて行った。また、授業の中に日本語の歌を取り入れたこ

とにより、研修以外での市民との交流で、都度発表の機会を設定をしたことが、

研修生にも評価され、独自で積極的に宿舎で日本語の勉強をしてレベルの向上

にもつながった。

３）炭鉱技術

日本の炭鉱が現在の技術水準までに至った推移について講義を行った。しか

し、釧路炭鉱の緩傾斜層の採掘方法に対し、両国の炭鉱は、急傾斜層の場合が

多く、質問による条件に合った技術の紹介も心がけながら、急傾斜層を有して

採掘していた炭鉱技術を主に説明した。その中で、炭鉱で発生した災害事例を

元に、急傾斜層に合わせた採掘方式やどのガス抜き方法が良いのかを、経験を

元に講義を行った。釧路での研修は、釧路コールマインのみならず日本の炭鉱

技術を知ることができ、特にベトナム研修生に行った急傾斜技術を必要とする
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研修生からの評価も良った。

４）採炭・掘進見学

釧路コールマインの稼働現場及び準備現場を見学して、採炭、掘進の現状と

新設、撤退、稼働、保安対策などを説明し、受入国には、地域によって違いが

あるがハードの面で、すでに導入し採掘している中国の炭鉱もあった。しかし、

ソフト面では、問題を抱えている部分があるため、質問等も多くあった。

指導員は、各国の現状を詳しく聞き取りながらアドバイスをし、問題を解決

に対応したり、休み時間等を利用し意見交換を行った。坑内見学では、採掘上

ＳＤ現場は年中稼働しているわけではないため、新設、稼働、撤退の時期を睨

みながら研修に取り組んできた。また、掘進についても採炭同様に説明を行い、

各掘進現場の見学を行った。地質の条件、坑道悪化など自然条件の変化で多人

数による稼働現場の見学研修は問題があるため、現場状況を見ながら現場との

打ち合わせを密にして、掘進の技術とシステムを実際に肌で感じたことで、良

い評価となった。

５）集中監視（指令室見学）

指令室の見学では、通気的、電気的、機械的と総合的な集中監視制御があり、

研修生には、制約時間に合わせ教育を行った。研修生は、特に通気・ガス等の

電気的、集中監視を知りたく質問が多く寄せられ、細かく説明した。また、釧

路コールマインの指令室を見学して、集約された監視盤を見ながら保安を優先

し、業務上の監視を含めて実施していることが最大のポイントであることに集

中監視の重要性について理解していた。

６）選炭

選炭は、中国・ベトナムでは、別会社の位置づけのため、専門に行っている

研修生は、少なく選炭の必要性を教えるのから始まり、選炭技術の基本および

選別工程・廃水処理技術、さらに廃水・選炭硬処理に伴う環境保護対策の説明

を主体的に行った。これにより選炭の目的、選炭の重要性、技術的課題、そし

て環境保全を取り入れながら選炭作業を実施する技術等について、知る講義を

行った。その他、捨石集積場における武佐川の河川に１次・２次掘削開渠工事、

３次のトンネル工事などを説明し、環境保全の大切さを教える教育とした。

また、選炭された後の貨車積み出し、埠頭での貯炭・揚炭作業について経営

・運営形態に関する質問も数多くあった。環境問題について関心のある研修生

にとっては、特に真剣に講義の中で質問や意見が多く出されていた。
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７）リーダーシップとマネージメント

リーダーシップとマネージメントについては、専門の講師によって炭鉱の施

設を利用し実習形式で行われた。研修生にとって教室で講義を午前中、午後か

らは、実習形式で屋外での研修とあって、日常の生活では得ることのできなか

ったと言うより、気づくことができなかったことを体験を通し、学ぶ研修であ

った。この研修を通し、コミニケーションの大切さとリーダーシップは、どう

あるかを学ぶ研修であった。人材育成とマネージメントについて研修生に良い

評価を得ることができた。

８）クドバスによる実習

クドバスは、日本が開発した人材育成及び技能開発に使用される手法であり、

研修生からは、帰国した時には、炭鉱において是非自分の組織の開発、人材育

成に役立てたいと非常高い評価を受けた。特に炭鉱経営者には、良い評価であ

った。

９）ロスとコスト削減

特に炭鉱技術者の研修生には、保全をどうやるべきか、また、５Ｓから学ぶ

安全に強い人づくりの考え方、活動の仕方を経験豊かな専門講師から学ぶこと

により、研修生のレベルアップに良い評価を得ることができた。また、炭鉱独

自の考え方から、一般産業の考え方を取り入れ行った結果、より詳しく教えて

くださいとの意見も研修生からでた内容であった。

10）保安

指差呼唱の教育について、中国もベトナムもかなり高い関心度を持ち、各

国で保安の強化策として、重要視されていることが、研修を通じてより理解

できた。特に実際行われている炭鉱という研修生もいたが、実際には演練だ

けであり、実際のヒューマンエラーを防止するものには、なっていない現実

であった。研修生は、講義と実技を通じ実際の指差呼唱を理解することがで

き非常に高い評価を研修終了時に、自国に広めて今後の炭鉱事故防止に努め

ることを意思統一していた。また、危険・予知教育も含めて、なぜ重要なの

か教育を行った。自主管理、自主保安を基本に、実際に研修生に体験させた

研修とした。また、毎回、研修生の質問は、保安違反者に対する会社の対処、

罰金制度、減給制度等があるのかについての質問が多かった。

（１）入坑教育



- 146 -

入坑するのにあたって、一般コースは勿論、上級者も、釧路コールマイ

ンにおける坑内の決まり、遵守事項などについて教育を行った。炭鉱技術

者に対しては、鉱山労働者として坑内実習を行うのため、保安法規、坑内

災害、炭塵爆発防止、粉塵に関する事項等について法定教育を行った。

11）救護隊・救急法

専門コースには、救護隊として最低限必要な部分をポイントを絞って講義し

た。教育だけでの不足部分については、救護隊施設の見学を交えた実技教育の

中で行った。研修生は、実技教育を実際に訓練を交えて行うため救護隊に対し

ての理解度は良かった。実習では、罹災者救護に必要な酸素呼吸器の取扱いを

行ったが、コースによっては、時間的に余裕がなく説明不足の所もあったと思

われる面が見受けられた。救急法に関しては、研修生が日常生活の中でも利用

できる内容としているので、研修生は、非常に関心を持って研修を受けていた。

特にダミー人形を使用しながら行っている心肺蘇生法はベトナム研修生・中国

研修生とも好評であった。

12）炭鉱長とのデスカッション

炭鉱長との意見交換の中では、労務管理についての太平洋炭鉱時代の状況に

ついての説明が多く、現在の釧路コールマインについても具体的に質問があっ

た。研修生が特に興味を持っていたのは賃金体系や福利厚生に関するものであ

った。さらに、坑内に関係する入昇坑管理システムによる管理方法にも関心を

示し、実際に入坑の際には入坑カードを使用させてシステムの体験を入坑時に

行った。また、資材の管理については、中央倉庫の資材払出し方法について興

味を持っていたが、部品や在庫品の量に関しては、国情により、中国・ベトナ

ムの方が、量が少なく、資材管理の面で違いがあった。

13）５段階問題解決手法

問題を解決するための手法を理解することを基本に細部にわたって説明を行

った。４日間～５日間で行い、指導員と研修生が一体となって問題意識を持っ

て解決にあたった。問題提起の中で研修生が抱える現場の問題を分析させ、具

体的な対策を樹立をさせながら解決を図った。

（１）聞き取りによる評価

５段階問題解決手法として、問題発掘、問題解決の方法を実例提起で教

育、研修生の中には、職場では問題はたくさんあるが、人任せで特に深刻

に考えた事がなく、職場にあり得る問題をもう一度考える機会を与えられ
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た事を認識させ、研修生からは、受けた手法を帰国後職場に導入したいと

言う意見が多くだされ、良い成果と感じた。

（２）所見

中国・ベトナムにも解決法が色々とあるが、この５段階問題解決手法は

初めて行うため、最初の問題列挙の時点で、なかなか問題点が出てこなく、

普段から何もないと思い、自分の職場に複数の問題があることを掴んでい

ないことに気づいたようだった。特徴として見られるのは、問題点を出し

てもその問題点が自分のことと捉えられない事柄が多かった。手法の中で、

いかに問題を人や物のせいにするのでなく自分の物として捉えるかが問題

解決の大前提であることを幾度なく説明しているが、研修生自身は、管理

する立場のポジションなので、自尊心が強く自分に原因があると言う指導

に対し抵抗があり理解してもらうのに時間を要した。また、両国とも自分

は指示のみで行うのは部下であり、指示したことをやらない部下だけが悪

いと考えている人が大半であった。

研修生が同じ疑問を生じることが度々あるため、その部分には時間を掛

け納得をさせて行った。

14）なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議

炭鉱技術者の習熟コースを対象にした研修で、なぜなぜと考える手法が、研

修生には、まだ定着しておらず、問題解決及び管理者から作業者まで全ての人

が簡単に行うことができる内容であるため、実習を通し理解させる部分では、

非常に良い結果であった。

今後、研修生の炭鉱で故障時の対応、災害の防止に活用が期待される研修で

あった。

15）自然発火防止

大学の研究と成果及びガス特性等を大学の講師から直接、釧路コールマイン

の事象を取り入れ、論理的に研修生に教えることができた研修である。

また、メタンガスの特性を知る部分では、特に中国の研修生には、人気の講

義であった。

16）他産業訪問

釧路管内の企業、機関の訪問を行ったが、石炭に関連する以外の産業を訪問

できることは、研修生にとっても日本に関する見識を深めることに大きく役立
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ったと研修生の評価であった。中国・ベトナム国内でもなかなか見ることがで

きない産業の見学とあって、研修生の評価も高かった。特に、阿寒トンネルに

ついては、炭鉱と共通している部分があるため、排出した土砂の管理等、重金

属等が含まれていないか、また、粉塵抑制のための集塵機、防音対策、自動化

による施工技術等、非常に関心を寄せていた。ただ、全部のコースの研修生が

見学をすることができなかったのが、残念であった。見学ができなかった研修

生から、是非見学できるよう対処して欲しいと要望もあった。

製紙工場などの環境問題対策について興味を示し、今後自国でもこの問題に

対応して行かなければならないとの感想も聞かれた。

17）文化研修

研修生が身近に日本を知ることができる研修であった。特に北海道と釧路地

域の習慣や文化の違い、歴史も含めて体験を通じ学ぶことのできる研修であっ

た。また、心身面で自然とふれあうことができ、ホームシック等、心のメンテ

ナンスを可能にした研修でもあった。

５．２ 保安管理者研修

１）中国保安監督管理向上コース

監督管ＯＢが主に行う研修であり、国家煤炭安全監察局の監督官を対象とし

た講義とした。国家煤炭安全監察局は、国内の炭鉱災害を減少、撲滅させ、安

全な炭鉱運営を図るため発足された中国の政府機関である。５カ年移転事業か

ら災害は、毎年約１０００人規模で死亡者の減少傾向にあるが、日本において

経験豊富な鉱山保安監督ＯＢの専門講師より細部にわたる講義を行った。併せ

て日本の炭鉱技術に関する研修も行い、研修生は、座学研修よりも、一般検査

・施設検査の方法や法律違反に対する罰則法など、より中国の実態に関連する

実践的な研修を必要としているため、研修は、基本の教科書を元にしながら、

講師が実習を交えながら経験をもとに講義を行った。

また、監督官側だけでなく、指導される炭鉱側がどういう対応を行っていた

か？、そして何故なのか？、どう思っていたのか？等、実際の事例を取り入れ

て研修に活用することで、研修生に管理する側と管理される側の対応等も講義

の中に反映することによって、研修生にとって良い評価を得た。

５．３ 炭鉱管理者研修

１）中国保安理念向上コース、ベトナム保安生産管理向上コース

釧路での研修は、炭鉱長、幹部候補生を対象にしているため、管理者として
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の専門的分野が多いため、日本能率協会、北海道大学等の外部専門講師も講義

を行い、また、炭鉱の一般的な教育と専門教育を行った。内容は、保安向上に

必要な理念と経過、災害事例を通し、日本の炭鉱の管理・運営・人材育成・経

営理念・炭鉱管理・炭鉱保安・鉱山保安監督・自然発火防止・マネージメント

リーダーシップ等の教育として行った。、研修生は、階級の違いを含め真剣に

講義を受けた。

中国、ベトナムの研修生により、炭鉱の事情が違うため、炭鉱技術において

は、中国については、ガス問題を重点にベトナムには、急傾斜採炭について、

研修生の要望もあり、研修カリキュラムに反映し行ったことで良い評価を受け

た。

釧路の研修を受けた管理者の研修生の特徴として、世界中で環境、温暖化等

の問題が関心を寄せられているのと同様に、研修生についても環境問題に対す

ることに関心があり、講義の中で取り入れ研修生との日本の炭鉱の取り組み及

び日本の行政について、意見交換をしながら行ったことが良い結果として、研

修生から評価を得ることができた。

日本の石炭政策の推移や炭鉱経営・合理化・コスト削減策等を中心に研修を

実施した。また、危機管理に関する考え方や保安管理についての研修も実施し

ている。基本的に教科書を元に授業を行うが、教科書にない項目については、

指導員が自ら作製した教材をもとに授業を行った。

炭鉱管理者の研修生は、自国炭鉱の経営に携わる人達なので、興味深いのは

コストの削減、従業員に対する給与体系や税金・減価償却・投資計画等の多岐

にわたっていた。

また、炭鉱経営意外に、新規事業の開発や他産業の経営などにも関心を持っ

ていたが、訪問研修の他産業訪問や札幌研修等で対応した。その他、来釧する

研修生グループ毎に質問事項の内容が違うこともあるため、その都度、内容を

変更し合わせて対応した。また、個人によっては、研修の内容によっては、興

味を示さなく他産業の経営や日本の風土・文化に関する情報を欲する者も毎回

いた。
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５．4 炭鉱技術者研修

１）中国・ベトナムボーリング技術実践コース

中国のボーリングコースについては、ほとんどの研修生が上級管理者である

ため、知識が豊富であり基礎的な分野より、専門的な内容に重点をおき研修に

あたった。研修生の評価として、殆どの研修生は、釧路でのボーリング技術を

非常に高く評価し、ボーリング実習を通して指向性、二重管ボーリングのシス

テムについて中国炭鉱への導入に強い意向を見せた研修でもあった。また、研

修生から自国の炭鉱を通し、今後中国で実際に釧路コールマインの技術の指導

を行って頂きたいと言う要請も日本にあり、現在検討中である。

ベトナムのボーリングコースについては、基幹坑道の展開時に伴う災害が多

く、先進・水抜きボーリングとしての経験がまだ浅いため、ボーリング技術の

基礎的な内容に重点を置き研修生に講義と実習を行った。研修生にとって日本

のボーリングの技術は、実際に派遣研修で高い評価を受けているので、ベトナ

ムにはない技術とハード的な物も含めて、釧路コールマインで、研修できたこ

とを非常に誇りに感じている部分も研修生から伝わってきた。実習を通し体験

して、研修終了時の意見交換の中でも 高い評価を得た研修であった。

今後ベトナムについては、ボーリング技術の実習だけでなく実際のボーリン

グ施工計画の作成についても、受入研修で研修生に教え効率の良い水抜き、ガ

ス抜き、先進ボーリングの必要性も必要になってきているため検討課題である。

２）中国通気ガス自然発火管理技術習熟コース

通気ガス自然発火管理技術習熟コースの研修生は、過去に派遣された中国研

修生の実績と同様に大規模炭鉱からそれぞれ数名しか派遣されないことから、

実態としては現場監督者ではなく課長、部長以上で時には炭鉱長クラスの上級

管理者が研修生として釧路で研修を受けた。従って研修カリキュラムは、通気

上級管理者にも対応可能な内容として研修を行った。通気専門座学では必ず過

去の災害事例を題材に意見交換してから通気ガス管理、自然発火防止対策、ガ

ス突出防止対策、集中監視技術などを実施したので活発な意見や質問が出て、

研修生の抱える問題や災害防止対策、技術の違いなども明確になり、専門化研

修の効果が現れた。専門坑外実習についても過去の反省から午後の眠気の差す

時間帯に設定し、研修用に製作した小型模型や各種実験装置を活用して、飽き

ずに楽しめて研修生自身が手を掛け、理解しやすい参加型実習としたので大変

研修生に評判が良かった。

通気保安管理を伝える上で重要なことは、設備や技術だけでなく働く作業員
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の意識や行動が自主保安の理念の元どう生かされているかなどを直接見学させ

ることが坑内研修の最大の利点であり、研修生にとっても大いに参考になった。

この五年間で中国の炭鉱を取り巻く情勢や保安成績、設備投資による近代化、

保安第一に対する考え方などが大きく好転しており、研修生の質問や要望も経

験学以外に、最先端の技術や情報を要求する傾向にあった。一方、日本の炭鉱

がなくなり、技術的進歩が止まった状態であり、何時までも過去の経験だけで

は研修生達を充分満足させることはできないのは、これからの課題であり、過

去の災害経験や失敗の積み重ねによる我々の炭鉱経験学と監視センサーや自動

化、省力化などの先端技術の他にも、より専門性の高い理論的な分野や世界の

通気、安全方面についての最新の研究情報など大学講師や外部講師による講義

をバランス良く組み合わせていくことが必要であるし、研修生を指導する指導

員も良く勉強しなければならないし重要と考えた。

３）中国設備自動化省エネ技術習熟コース

中国では、ベルト・掘進・採炭の機器などはシーケンスも含め同様のシステ

ムが使用されているが、設備のメンテナンス等に色々な問題を抱えており、設

備保全・作業効率・保安設備・作業員のスキルアップ・業務改善などに関する

内容について研修生からの評価を得た。しかしながら、研修生からは、中国に

戻ってから階層的に直接作業をするレベルではないので、入坑する実習は減ら

し、座学での理論を多く取り入れた方が良いとの意見も一部あった。また、逆

に実習の期間を長くして欲しいと言う意見もあり、一概には判断できない部分

も多々あった。中国側の階級レベルの統一化と専門分野の統一化が、望まれる

研修でもあった。

深部化・奥部化に対応するため、釧路コールマインが実施してきた運搬設備

に関する考え方の説明、設備の自動化とそれに伴う保安確保に関する座学教育

を行った結果、研修生には、特に大型巻揚機について非常に興味を示し、自動

化による部分と省エネの部分、コストの部分について多く意見・質問が多くだ

された。

今後、大型捲揚機の制御と自動化に伴う保安システムに関する日常点検・定

期検査等に関する捲揚機本体、電気制御システム、保安装置、運転デスク等、

桟橋の点検ピットにおいての斜坑用の救急車（人車や鉱車の先頭車両）の構造

やワイヤー等に関する事象を充実させることが必要と考えられる。
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４）ベトナム通気・保安技術管理コース

通気・保安技術管理コースは、釧路での研修期間が約５週間と短いが、現在

のベトナムの炭鉱では、深部化・奥部化が進んできている炭鉱もでできている

ため、最近のベトナム側の要請では、通気に関して受入研修の人員を増にとの

要望も強くなっているのが、現状である。しかしながら、現在送り込まれてい

る研修生については、ベトナムで通気を担当したことがない研修生が約半数以

上であるため、基礎からの通気教育であった。通気経験者においては、物足り

なさも感じる部分もあった。また、通気経験のない研修生については、非常に

評価が高い研修であり、研修生がベトナムに帰国後、人事異動で即、通気関係

に配属されるようなこともあり、真剣に講義、実習を受けていた。

ベトナムでの通気技術者の養成がベトナムの炭鉱では、必要と不可欠と考え

られる。釧路コールマインで、研修を受けた研修生の評価として、基礎部分と

応用部分の対象となる研修生を区分けするようなことも考慮してもらいたいと

の意見も一部ではあるがあった。ベトナムの炭鉱も他国の炭鉱についても、通

気技術者の養成が、今後の炭鉱の安全確保及び生産増に貢献することは、間違

いない事実である。釧路コールマインでは、ベトナムの炭鉱の地質条件、炭質

及び自然条件を把握して、派遣研修と連携をとりながら、座学及び実技につい

て行ってきた経過もあり、今後予想される事象を鑑みて研修を実施してきたこ

とで、予防保安的な研修をできたことも、最大の成果とした。

５）ベトナム救護技術実践コース

ベトナムでは、レスキューセンターがあり、緊急時の対応をレスキューセン

ターからの人員派遣で賄っている実態であるが、日本の炭鉱では、実際の坑内

で、働いている特別に訓練を受けた人材が、資格をもって救護隊として、有事

の際に出動する形態になっている。研修生には、レスキュー隊の研修生が約１

／３位で、後は酸素呼吸器も取り扱ったことのない研修生であった。

釧路コールマインの研修では、このような場合、初心者に合わせなければなら

ないのは、言うまでもなく命に直結する救護の研修であるからである。

研修生は、救護隊の精神的、体力的厳しさに最初は、とまどいを感じながら

研修及び実習を受けていたが、規律を重んじるかの重要性を理解し命を助ける

と言うことは、自分の命をまず守らなければならないことと、自分勝手な行動

をとると隊全体が、危険になると言う認識をこの研修を通じ、良く理解し研修

を終えた。

酸素呼吸器についての整備技術も学び、ベトナムの酸素呼吸器（中国製が多

い）と日本の酸素呼吸器の違いと、優位性についても学ぶことができ、今後、
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日本の酸素呼吸器が ベトナムで増えることも成果としてあげられる。

研修生は、今回の研修を通し、日本の救護隊の中に入って訓練をしても大丈

夫な位に救護技術を習得するにまで至った。

６）ベトナム機械化採炭技術習熟コース

釧路コールマインで使用する採炭機械及びシステムについては、ベトナムの

炭鉱では、使用されておらず、最近中国製の自走枠をまた、購入するとの計画

であるが、研修生には釧路での研修で自走枠の操作、運搬システム、撤退・新

設等、稼働含めて研修できたことに対し、非常に高い評価を受けた。

また、実際の稼働現場での実習については、特に現場指導員と密接に細かい

部分において、どれだけ教えられたかわからないくらい評価が高かった。実際

に手に触れて教えられることによって、見学ではわからない指導をされ研修生

は、先を見る予防保安の重要性と、きめ細かな配慮について、今後のベトナム

での仕事に生かすいう評価を得た。

また、実習では、機械の操作だけでなく資材運搬システムを学んだことによ

り、ベトナムで活用したい意向を示した。

研修に際し釧路コールマインでは、採炭の稼働が常時行われている訳ではな

いので、できる限り稼働に研修生の実技を合わせるようなカリキュラムの調整

を図った。また、採炭の工程に関係なく研修が可能な研修現場の掘削を行い実

施した。坑道維持の研修においても、現場と連携わとり研修に有利な状態を作

ることも行ったので、研修生の評価も向上し実技研修が行うことができた。

７）ベトナム機械化掘進技術習熟コース

掘進コースについては、掘進稼働現場での研修を現場の指導員に技術指導と

保安指導を受けながら行うことにより、本来の釧路コールマインの技術を学ぶ

ことができ、研修生にとっても、近い将来のベトナム掘進にとっても貢献する

ことが可能となった研修であった。しかし、ベトナム側の手違いで、本来の掘

進を経験したことのない研修生が、このコースに配番されてたことが、非常に

残念な結果となった。研修生自身にも知らせれてなく、とまどった結果となっ

り、準備段階において修正を余儀なくされたが、無事に研修を終了させること

ができた。また、研修生の評価も上々であった。

ロックボルト研修では、ボルトの施工とケーブルボルトの施工、計測等実施

したが、研修生の中には、ベトナムでロックボルトの施工を派遣研修で行って

いたので、新鮮さに欠ける部分も一部の研修生から指摘されたが、実際に研修

生自身には、ロックボルトの設計や施工技術が備わっている訳ではないので、
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ベトナムでの実習とロックボルトエンジニアからの釧路での研修を合わせ、技

術の習熟を図ることで、技能をレベルアップすることができるので、研修生も

納得し、実習を終え帰国した。ロックボルト、ケーブルボルトの他に、今後ベ

トナムでは、実施していない種類のボルト施工も視野に入れて天盤制御を行う

ことも釧路コールマインとして課題としてあげた。実際に太平洋炭鉱時代には、

支持力の強いボルト施工を実施してきた経緯もあるので、今後につなげて行き

たい。

８）ベトナム設備自動化技術習熟コース

ベトナム研修生は、図面を見ることが少なく記号も理解していなかったが、

教育を進めていく段階で理解できるようになり、油圧に興味を持ちベトナムと

の機器に合わせた教育を取り入れていくようにしたので、研修生には理解度が

向上した。

油圧の基本的な教育後、ドラムカッター・ロードヘッダー・サイドダンプロー

ダー等の回路図にて故障事例を用いて故障箇所を探り、修理方法を考える教育

と日常保全の方法を内容にしたため故障事例を問題にしての油圧機器修理方法

を考える内容の授業を取り入れたことで保全教育を研修生は理解した。

ワイヤー計測器は手動での試験であり、データーとしては良いものが取れな

いが、いままでの概要の説明内容に加えて機器と旧計測データーにてワイヤー

内部も含めた診断方法には興味を示していた。

エアーブロック・レバーブロック・コールピックなどの、整備教育はベトナ

ムにも導入されているが、取り扱っている製品のメーカーが統一されてなく図

面もあまり詳しい物が入らず、整備方法が良く解らないとの現場の悩みがあり

日本製品の図面と整備方法に興味を示し、メモを取りながら教育を受けていた。

実働作試験時に何度かヒューズ切れなどが有り、まだ理解不足の部分がある、

これからの授業の進め方として、研修生の技術に合わせた日程の組み合わせが

必要と感じた。

短絡によりＰＣの電源が入らなくなり再度確認をする実践的な連動教育を行

うことができ研修の内容にも良い評価を受けた。

今後、段数を増やし連動教育実習を行えれば、さらに充実した教育となる。
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５．５ 外部研修

１）札幌研修

札幌研修は、保安管理者・炭鉱管理コース（５日間）と炭鉱技術者コース（４

日間）のコースがあり、札幌・砂川・千歳・苫小牧・室蘭・十勝方面の企業を

研修生のコースによって区分けし訪問した。企業の中には、炭鉱に関係が深い

通気関係の機器を作成し、研修生の国で使用されているものもある。

研修生にとっては、日本の企業は、優秀で尚かつ合理的であると言うイメー

ジを持って企業訪問を行っていた。大きい企業から小さな企業まで見て回り、

感想として、小さい企業でも技術が優れており、その分野でのトップクラスの

技術を保有していることについて質問し、企業担当者との意見交換を活発に行

っていた。

世界のトヨタは、世界の有数な企業ではあるが、研修生にとってほとんど見

学するのみで、意見交換ができない部分があるため、残念に感じていたようだ。

逆に研修生にとって、千歳のカルビー、足寄の日農農機等、ＴＰＭ、５Ｓ運

動の推進企業により、意見交換をできる企業は、研修生の満足度を満たしてい

た。他にも多くの企業を訪問し、企業訪問時の研修生の興味度合いによって、

個人差があるが、規律のある行動をとるよう事前に教育することが、とても重

要であった。団体行動になれていない研修生には、特に班長と通訳の指導が大

切であった。
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５．６ 生活管理

過去５年間の炭鉱技術海外移転事業の経験から各国研修生と積み重ねてきた交

流の成果もあり、生活習慣の特徴を考慮しながら、より一層研修生のニーズに応

えるように生活環境を作り上げてきた。環境面では、釧路市特有の気候、地震等

の自然現象等に不慣れでいる研修生には、一日も早く安心した生活を図れるよう

な環境作りに努め、緊急時のチェックと対応、宿舎から炭鉱敷地までの道路整備、

除雪等に指導員全体が行動を起こすことによって、研修生からの信頼関係を得て

きた。

通訳も、日本側と研修生との中継の役割だけでなく、生活の面でも協力を得て、

研修生にとって満足できるような研修期間となるよう行った。

５．６．１ 生活

釧路での研修生の生活は、経験と要望・意見等を踏まえながら、研修生が安心

して生活できるように努めてきた。しかし、研修生が来釧すると生活環境の違い

を感じて、不安を感じる研修生も見受けられた。よって研修生が、釧路での生活

に一日でも早く馴染むために、生活指導員から生活面に関する厳守事項の説明か

ら始まり、研修カリキュラムのオリエンテーションで決まり・規則・設備の取扱

い等に関する説明を行った。その内容は、研修生の滞在期間中、安心して生活を

できるように常に努力してきた。その他、指導員として努めてきた具体的活動内

容については以下の通りである。

◎日頃の生活条件として必要な規則・決まり・設備の取扱い説明書等は従来通

り変更の都度、翻訳した資料を研修生に配布すると同時に必要な箇所に掲示

した。オリエンテーション、ホームルーム、木曜会議等での紹介と指導によ

り、研修生一人一人に理解を求めながら安心した生活習慣になるように役立

ててきた。

◎外国人を受け入れている他企業との情報交換により、生活指導員としての役

割に生かす活動も行った。

◎担任制度を有効的に活用し、毎日の生活における悩みや問題を早急に聞き取

ることにより、迅速な対応を図ることができた。

◎生活面で、排出されるごみ処理については、馴染めない習慣の一つのため、

ビデオ鑑賞など分別に関する取扱書の翻訳版等を活用しながら日常の生活指

導事項として都度指導と協力要請を図ってきた。

◎生活面において生活指導員と研修生との信頼関係を確保するには、日頃から

のコミュニケーションが大切であり、研修時間外のスポーツ交流を企画した

り、日頃から研修生に入り込みながら相談相手になることにより、研修生の
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ストレス解消に努めてきた。

５．６．２ 健康管理

釧路の生活の中で研修生の健康管理は、特に気配りを必要とする事項と認識し

て、配慮をしながら行ってきた。研修生には、釧路の気象状況と食生活に最初は

戸惑いがあり不安感を抱く人もいた。特に食事には各国特有の食材、味覚があり、

しかも広い中国には、地域によって食感に特徴があって、月に何度も研修生の交

代があるため、その都度、好みの違った要望・意見が殺到することから、指導員

が一緒に食事を取り、その都度食事の意見感想を聞き取ると共に、写真に残し調

理人及び調理委託している会社と意見交換を実施し、研修生からの意見感想を集

約しニーズに対応することで、少しでも満足して貰う様な食事作りに努めてきた。

しかし、釧路の環境、生活習慣に簡単に慣れることができないことから腹痛、

下痢、頭痛、歯痛、腰痛、かゆみ等、研修生に症状を感じる時があり、研修生か

ら状況を聞き取ると共に、病院にかかるにあたっての注意事項を伝え、理解して

貰いながら病院を含め対応を図ってきた。また、研修生の健康維持には運動が大

切なため、研修センター内には卓球台（３セット）、ビリヤード（３セット）を

常備し、休憩時間だけでなく、休日の使用も要望に応じて時間を設定して行った。

また、研修センターから離れた体育館を週／２回借り、各研修生の希望するスポ

ーツを満喫できるような時間も設定も図った。釧路の気候からして冬季は外で運

動不足を解消することは難しいが、釧路市、町内会等が企画したイベント等にも

参加し、日頃の精神的、肉体的ストレスが解消されるように図った。



- 158 -

６．総合評価

１）研修

産炭国石炭産業高度化事業での釧路研修は、中国・ベトナムを対象として実

施した。研修は、専門技術に特化したコースで設定され、研修生の意見を聞き

入れながら、それに沿った研修内容にするために、カリキュラムの修正及び研

修内容を一部変更し対応した。

保安管理者コース及び炭鉱管理者コースの研修生には、「保安第一・生産第

二」の保安取り組みと保安運動と保安運動の手法、保安管理機構等から学ぶと

共に保安管理者、経営管理者を対象にした能力開発と人材育成を主にした講義

を行い、研修生から高く評価された。また、研修は全体に研修生の意見を担当

者が集約し、反映させたもので、研修生は概ね満足していた。また、釧路での

研修は、滞在期間が約６週間と１３週間で、コースの人数も３～１２名ではあ

るが、実技研修を主に行っている炭鉱技術者コースは少人数の研修が多いため

行き届いた研修が可能であった。しかし、研修生はさまざまな職種の人達から

なり、個人により、関心のある分野にばらつきがあることから、個々人全てが

満足する研修は難しい。このため、研修生の満足度を高めるためには、出身地

域による地質条件を統一したり、炭鉱での担当職種を専門家する必要がある。

炭鉱技術者を対象とした通気ガス自然発火管理技術習熟・設備自動化省エネ

技術習熟・通気保安技術管理習熟・ボーリング技術実践・救護技術実践・機械

化採炭技術習熟・機械化掘進技術習熟・設備自動化技術習熟コースは、職階の

高い研修生も多く、坑内実習を行うに際しては、研修生から坑内で研修するこ

とへの不満の声も一部にある。特に中国の設備自動化省エネ技術習熟コースで

は、この研修期間の中では、長期の坑内研修よりも坑外を要望する研修生がい

たのも事実である。内容の見直しを行いながら研修生のニーズにあった研修を

実施した。

採炭及び掘進等の坑内実技研修をメインとしたベトナムのコースは、法定教

育及び大型機械の資格取得もあり、実技研修の期間が逆に少なく研修生から後

数日期間があれば、良いとの意見もあった。坑内実技研修では、自走枠、バッ

クホー、リトリバー、コンテニアスマイナー、シャトルカー等に加え、下盤打

ち機のツインヘッダーを導入し坑内実習の充実を図ってきた。これらの機械は

座学で資格所得教育を行い、坑外の明るい環境の良い所で運転操作を実技訓練

することにより、機械の動きを容易に身につけることができた。また、坑内採

掘作業に関連して使用する工具、器具類の整備及びワイヤー本継ぎの研修に加

え、実習とした。研修生からは、これらの機械及び採炭の実技研修を行って欲

しいという要望が多かったので、良い評価が得られた。このことは、自国の機
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械化が進み研修生がこれらの機械を『自分の炭鉱にも使用可能』という気持ち

に変化し夢から現実に近づいた表れである。

機械・電気に関係する設備自動化コースについても、ロスとコスト削減の座

学やワイヤー計測の自動化含め研修を行った。

ベトナムの機械化採炭技術習熟コースには、水力採炭の講義も取り入れ好評

だった。

全体として、中国・ベトナムを対象に研修を行ったが、国別、コース毎で研

修内容に対して違いがあるもののかなりの部分で研修生のニーズに対応した研

修ができたと判断される。また、帰国前の研修生に要請や意見の聞き取りをす

ると、座学の内容、座学と坑外実技の時間配分及び、内容に関して研修生によ

る意見のバラツキはあったが、概ね計画どおりに研修を終了することができた。

２）生活

釧路市の「市民交流事業推進会議」支援のもとで、釧路の文化研修、港まつ

り、舟こぎ大会、国際交流パークゴルフ大会、カラオケ大会、スポーツフェス

テバル、国際 交流ボランティアでは、ゲーム大会、冬迎祭、地域住民の交流

では、パークゴルフ大会、餅つき大会、御輿祭りなどの参加の機会を多く持つ

ことができた。研修生は研修ばかりではなく市民との交流に日本人的心を発見

し、好印象と評価を得た。帰国前の発表会には、必ず御礼の気持ちを述べてい

ることから、良い交流ができたものと判断している。

日常生活についても大きな問題はなく、通訳の献身的な協力により、研修生

と生活指導員のコミニュケーションを図ることができた。しかし、研修生の長

期生活中には、習慣の違いから宿舎、自室の整理整頓、ゴミ出し等は守ること

が難しいところもあるため、時間をかけチェックと指導を繰り返すことが大切

であった。研修生が宿舎到着後、簡単に説明を行い、オリエンテーションの段

階で研修生に明確に規則・決まりを教えているが、１回では教育不足となって

いるので、研修指導員が行うホームルームや日常生活においても再教育を丹念

に行い、生活指導員が一貫して指導を行うことで改善を図った。

研修日における食事については、満足してもらえるよう研修担当者が食事を一

緒にとり、写真を撮影し、研修生の意見を聞き、委託している会社または、調

理人と改善に努めた。しかしながら一部には、メニュー、味付け等に、同国の

研修生であっても、地方によって味付け・趣向が違うため、食事のベースは変

えずに研修生が来釧する毎に微調整を行った。健康とストレス解消は、食事か

らともいえることから、満足してくれる食事を提供するには、一層の努力が必

要であり、都度研修生の要望を聞きながら、常に改善を継続する必要があった。
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健康管理は、日本における季節の変化、環境及び食事の違いにより、研修生

が体調を維持することができなくなり病院に行くこともあった。従来健康診断

を受けてくるが、来釧後の健康管理は本人に任せており、簡単な対応策として、

宿舎、研修センターには常備薬を置き、風邪予防の対策として手洗い、うがい

等を習慣付けるよう指導してきた。また、ストレスの解消法として研修センタ

ーに遊具の設置及び運動施設の確保、平日の研修終了後の卓球大会、文化研修

及び異文化交流などを実施しストレスが蓄積しないように努力した。しかし、

長期研修では環境の違いで病気になりがちとなるので、指導員一丸となり、細

心の注意を図りながら、研修生の健康管理を行った。

７．研修事業を終えて

中国・ベトナムの研修生を４月より受入を開始して大きな災害・事故もなく計

画通りに終了した。

受入研修生は、中国９３名、ベトナム９１名の計１８４名であった。

日本の炭鉱における豊富な知識と技術、経験を最大限に活用し本研修事業を成

功させるべく、「共に学ぶ研修」をモットーに研修生と共に真剣に向き合い座学

研修と実技研修そして外部研修を行い、研修時間以外においても研修生と交流を

積極的に図ってきた。また、炭鉱経営・保安管理技術・生産管理技術・急傾斜採

炭・鉱山保安監督など実務経験を生かした内容の深い講義を実施して、研修生か

ら満足度の高い講義と好評であった。

最新の研究成果を盛り込んだ自然発火・ガス災害防止技術やガス回収・利用・

固定化など環境技術まで含めた講義を実施して研修生から高い評価を得た。

「マネジメント＆リーダーシップ」、「ロスとコスト削減」は、一部のコース

を除き研修を行い、また、管理者コースを対象にした「クドバスによる実習」に

ついても、人材育成、技能向上、開発の部分から実習を入れながら行ったことで、

研修生から非常に良い評価を得た。研修生は、体験学習から自分自身の管理不足

の多さに気づき、その対策をしっかりと身につけていた。

各コース毎の受入研修生からは、研修中に様々な意見等が寄せられていたが、

その問題解解決にお互い授業を通し意見交換などを行い対応した結果、最終的に

は双方にとって、この研修が成果のある有意義で印象深いものになった。

研修事業は、研修生との試行錯誤を繰り返しながら改善を推進し続けることで、

一歩一歩確実に研修内容や研修生の満足度も向上し、大きな災害・事故もなく成

功裡に終了することができた。
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８．研修写真集

平成１９年度の受入研修の研修生を来釧時に空港で出迎えの歓迎を始めとす

る、研修センターに於ける開講式、研修生の授業風景（座学）、坑外実技研修、

坑外実習、坑内実技研修なで、また、座学に含む札幌研修、外部研修（他産業訪

問）と、その他に研修生の生活などを研修生、通訳、研修指導員を含む写真を以

下に示す。

座学：ベトナム保安生産管理向上７Ａ 効率向上手法

坑外研修：ベトナム設備自動化技術習熟７Ａ ７００ｋｗ巻座
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坑外研修：ベトナム保安生産管理向上７Ｃ 選炭工場

坑外研修：中国保安監督管理向上７Ａ 選炭工場
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坑外実習：ベトナムボーリング技術実践７Ｂ 二重管工法

坑外実習：ベトナム設備自動化技術習熟７Ａ 接地軽電機動作試験
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坑外実習：中国ボーリング技術実践７Ｂ 指向性ボーリング実習

坑内実習：ベトナム機械化採炭技術習熟７Ｂ坑道維持（ツインヘッダー操作）
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坑内実習：ベトナム機械化掘進技術習熟７Ｂ 搬送機取扱説明

坑内実習：ベトナム機械化採炭技術習熟７Ｂ（自走枠新設）
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外部研修：中国保安監督管理向上７Ｃ 北海道石油共同備蓄（株）

外部研修：ベトナム保安生産管理向上７Ａ 砂子炭鉱
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外部研修：ベトナム設備自動化技術習熟７Ａ トヨタ自動車北海道（株）

外部研修：ベトナム救護技術実践７Ｃ 北海道東科計器（株）
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外部研修：中国自動化省エネ技術習熟 北海道旅客鉄道（株）

他産業訪問：中国設備自動化省エネ技術習熟 阿寒トンネル
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他産業訪問：中国通気ガス自然発火管理技術習熟７Ｃ 道新釧路印刷

他産業訪問：中国通気ガス自然発火管理技術習熟７Ｃ 釧路広域連合清掃工場


