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Ⅰ 事業の概要 

 

1. 事業件名 

  平成 27 年度産炭国石炭採掘・保安技術高度化事業のうち海外派遣研修業務（インド

ネシア） 

 

2. 事業の目的及び内容 

 （１）事業の目的 

我が国における石炭資源の安定的な供給の確保に資するため、海外産炭国に対

する石炭生産・保安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、ベトナム、インドネシア等へ我が国の炭鉱技術者等を

派遣し、相手国の炭鉱技術者等に対し、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）事業の内容 

インドネシアへ我が国の炭鉱技術者等を指導員として派遣し、炭鉱技術者等を

対象として、炭鉱、研修センター等における座学研修及び炭鉱における現場実技

研修を実施する。 

平成 27 年度の当該事業業務は、インドネシアの炭鉱等へ我が国の炭鉱技術者

等を派遣し、相手国の炭鉱技術者等を対象として研修を実施する。 

また、本事業にかかる研修生及びインドネシア側の評価を実施するとともに、

研修生に対して適切な動機付けが出来たか評価する。 

①派遣指導業務 

１）インドネシアとの調整および研修サイトの選定に係る業務 

派遣研修内容、規模、期間、研修サイトの選定について相手国との調整に係

る業務を行う。 

２）派遣指導員の選定・確保に係る業務 

インドネシアに派遣する指導員の選定･確保に係る業務を行う。 

３）指導員派遣に係る業務 

インドネシアに派遣する指導員の渡航手続き、宿舎の手配等の渡航及び滞在

に係る業務を行う。 

４）通訳確保に係る業務 

インドネシアで実施する研修の通訳の募集･雇用、研修サイトへの移動費、

宿舎の確保、通訳料の支払い等の通訳に係る業務を行う。 

５）研修施設の確保に係る業務 

インドネシアで実施する研修に必要な教室、研修設備等の確保に係る業務を

行う。 

６）研修のための準備に係る業務 

インドネシア向けの研修テキスト･資料を作成する。 

７）インドネシアでの現地指導業務 

炭鉱技術者等を対象とした現地指導を行う。 
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（３）実施期間： 平成 27年 6月 26 日～平成 28 年 2 月 29日 
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Ⅱ 事業の実施内容及び結果 

 

1. 事業の実施内容 

 

表 1.-1 派遣工程実績 

氏　　名

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

3 25 5 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 4 26

14 23 2 25 9 26

12 17 11 15 15 18

（電気坑内外）

（採鉱保安）

（機械坑内外全般）

選炭環境保安技術普
及・促進チーム

（ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ環境選炭）

（環境選炭）

（採鉱保安）

西ｽﾏﾄﾗ
ﾁｰﾑ

AICJ炭鉱

（ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ坑内外全般）

（採鉱保安）

（電気坑内外）

（採鉱坑内）

（採鉱坑内）

（機械救護隊整備）

（機械坑内外全般）

（機械保安）

（採鉱救護隊）

（採鉱測量）

炭   鉱   名 ９　月 １０　月 １１　月 １２　月 １　月 ２　月

（ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ電気坑内外）

東ｶﾘﾏﾝﾀﾝ
ﾁｰﾑ

 GDM炭鉱

（ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ機械坑内外全般）

 

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

AICJ炭鉱＝Allied Indo Coal Jaya（アライド･インド･コール･ジャヤ）炭鉱 
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1.1 東カリマンタンチーム 
鉱物・石炭教育訓練センター（ETCMC）を基点として、ETCMC が選定した東カリマンタン

地区のグルバン・ダヤ・マンディリ（GDM）炭鉱等で座学研修及び現場実技研修を実施した。 

 

1.1.1 GDM炭鉱概要 

 東カリマンタン州クタイ・カルタネガラ県テンガロン・スブラン郡に位置し、サマリン 

ダ市から北北西約 15kmのところにある。鉱区面積は 1,758 ヘクタールで、マハカム河の積 

込港よりサマリンダ沖の外洋積込ポイント（Muara Jawa）までのバージ輸送距離は 120Km 

でマハカム河沿いの炭鉱の中でも短い方に属し、良好な位置条件を有する。図 1.1-1に GDM 

炭鉱位置を示す。 

 

出所：各種情報より MMR作成 

図 1.1-1 GDM炭鉱位置図 

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

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

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

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

生産していたが、石炭単価が下がったために現在は露天掘り採掘を休止している。 

坑内掘開発は、2014年 1月に露天掘り採掘跡ハイウォールに鋼枠を施枠して脚下をコン 

クリートで固めて南坑口を開設し、ロードヘッダー（RH）掘進のための準備作業を実施し、 

5月 2日より坑口固めのための RH掘進を実施した。その後、坑口周辺のハイウォール及び 

坑口天井側壁のセメント吹きつけ、坑内の坑道セメントライニングを実施して 6月 27日よ 
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り RH掘進を開始した。 

当初は、坑内採掘部 29名で１方掘進をしていたが、30名の人員を増員して 2014年 11 

月 10日より 2方（1番方、2番方）掘進、1方（3番方）メンテナンスとする 3交代で操 

業していた。2015年 2月 23日より 3交代掘進体制として、坑内展開は岩盤を RHによる 

機械化掘進を 3交代で実施しており、傾斜 6°で南斜坑を 278m、1目抜きを水平で 63.5m、 

傾斜 5°で北斜坑を 58m掘進後に北斜坑をコンクリートライニングのために掘進を中断 

し、2015年 10月 26 日より南斜坑側から 3目抜きを 15m掘進後、2015 年 11月 9日の 3 

交代の 2番方より RH を坑外上げして整備、南斜坑の荷抜き切り上げ及び整盤、北斜坑の 

掘進準備等を実施し、11月 26日より北斜坑の掘進を再開して 165.5m掘進している。全 

掘進長は 2016年 2月 13日まで無災害で 580m進行している。 

 

(1) 坑内計画概要 

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

2) 坑内掘主要炭層：A層、BC層、E層、F層、H層 

3) 発熱量：5,400～6,200Kcal/Kg（坑内対象炭層） 

4) 掘進は RHによる機械化掘進 

5) 支保はルーフボルト及び鋼枠 

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

7) 揚炭はベルトコンベア及びチェーンコンベア運搬 

8) 機材はホイストによる軌道運搬 

なお以下に、図 1.1-2～4に GDM炭鉱北側坑内外計画図、採掘対象区域地質断面図と坑内

現状図（2016年 2月）を示す。 

 

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

 

図 1.1-4 坑内現状図（2016年 2月） 

 

 (2）保安・生産 

露天掘り採掘を 2009 年 10 月から生産を開始して 2013 年 5月まで生産していたが、

現在は露天掘り採掘を休止している。坑内展開は 2014年 5月から岩盤を RHによる完

全機械化掘進を実施している。表 1.1-1～2に 2009 年～2014年迄の GDM炭鉱生産量推

移表（年別）と 2014年度及び 2015年度の 1月末までの GDM炭鉱保安・掘進推移表（年

度・月別）を示す。                     

  表 1.1-1 GDM炭鉱生産量推移表（年別）     （原炭：t、負傷者：人／年） 

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

露天掘り 60,950 387,120 433,150 426,770 83,940 0 

負傷 0 0 0 0 0 0 
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表 1.1-2 GDM炭鉱保安・掘進推移表（年度・月別）     （負傷者：人／月、掘進長：ｍ）      

年度 2014年度 

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

負傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

掘進 0 3 1 10 14 23 20 23 30 23 5 24 

                       ※2015年度実績は 2016年 2月 13日まで 

年度 2015年度 

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

負傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

掘進 17 10 45 56 48 26 29 14 32 86.5 40.5 - 

 

1.1.2 研修項目別事業実績 

(1)採鉱技術 

1)自走枠、ドラムカッターの切羽管理技術（完全機械化）指導 

① 研修場所 

    GDM炭鉱研修室 

② 研修内容 

  GDM 炭鉱では完全機械化採炭を実施するために掘進坑道を展開している。そのため 

現場の第一線の係長と班長クラスを研修対象として採炭技術について座学研修を実 

施した。基本的な採炭技術の中で、採炭法の選定と自然条件、採炭法の分類、長壁式 
採炭法の特徴、前進式と後退式の長所及び短所、自走枠・ドラムカッター採炭の採掘 
法について指導した。 

  ③ 研修結果 

今回の研修対象者は、採炭切羽の経験が有るとの事で坑内切羽現場のビデオを多

用して、より深く採炭現場の状況を把握できるように努めた。 

 

2)掘進機械運転操作技術指導 

① 研修場所 

GDM炭鉱北斜坑 

② 研修内容 

掘進機械の運転操作技術として RH運転操作技術について指導した。 

RHの上、下段切削方法、岩質に合わせてのドラムの高速、低速の使い分けと 2回 

に分けての上段切削方法について指導した。また、今回は坑道右側の側壁が硬いた 

めに、ドラムの反発力により RH本体がが左に寄って上、下段の切削（進行、高さ） 

不足を防止するための切削方法として、RHを右側に寄せからアウトリガー及び掻寄 

せを効かせての RH本体を盤に固定して切削する方法を実技指導した。 

枠間 0.6mと 1.1m 掘進時の下盤、上、下段切削方法の違いと、今回は掘進途中 

で、短期間ではあったが炭層に当ったのを機に将来の沿層掘進に備えて炭層での無 

駄の無い効率の良い切削方法を指導した。新人オペレーターにおいては、RHの特性 

を理解させて、基本操作（各レバーの動き等）から各切削方法を指導した。 
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RHの走行及び切削不能に陥る原因でもある、下盤の不均等な切削においても、各 

傾斜に合わせ、左右均等に切削する重要性を理解させて指導した。SDL運転操作技術 

について、整盤作業時のバケット操作方法と材料運搬使用時の安定した積荷の方法及 

び長距離移動時のケーブル監視の強化を含めて指導した。（写真 1.1-1～4参照） 

                     
   写真 1.1-1  RH上段切削指導          写真 1.1-2 RH下段切削指導 

                              

写真 1.1-3 SDL硬流し実技指導        写真 1.1-4 SDL材料運搬実技指導 

③ 研修結果 

RH運転操作技術については、日々変化する自然環境（岩質、湧水等）の中で、 

多少の各個人差は有るが新、旧オペレーター共に RHの特性を徐々に理解して各現 

場状況に応じた（下盤の坑木引き込み等）運転、切削技術が向上した。  

 

 3) 坑道掘進技術指導 

① 研修場所  

GDM炭鉱北斜坑                      

② 研修内容 

前回は目抜の巻立て作りでポカール先受け施枠技術を指導していたが、掘進技術

として、掘進時に先受けポカール鋼を使用しての施枠方法全般を指導した。安全に

作業が出来るように、切削後の天盤、側壁の刎成る実施の徹底と梁乗せ時の先受け

ポカール鋼が動かないように、台付チェーン、成木、矢板を使用して、器具（ハン

マー等）でしっかり固める基本作業の手順を指導した。 

腰線掘進時、紐と傾斜器を使用しての梁水平と正確な傾斜の測定方法と枠の前付

き修正方法及び切張りの合わせ切りによる各傾斜に合った枠の立前修正手順と共

に毎方 1回確実に実施するように指導した。 

また、掘進箇所の状況に応じた枠間 0.6m 掘進での天井当付けにおいては、施枠 

後の地圧の変動（重圧）と間漏れの対策として、梁全体を成木で覆う天井ベタ成る

方法を指導した。また、枠間 1.1m掘進では、施枠後の重圧による成木の折れ込み

防止対策として、親成る木を 2段にして井の字に囲む当付け方法を指導した。 
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強固な坑道作りに近づけるために、施枠作業の中で最も重要である枠の締め上げ

実施（矢板による当付けの締め上げ等）及び切り張りの直線化を習慣付けるように

徹底した指導を実施した。（写真 1.1-5～8参照）            

                                     
写真 1.1-5 刎成る木締上げ指導         写真 1.1-6 梁傾斜あわせ指導       

                

写真 1.1-7 先受けポカール鋼固め指導            写真 1.1-8 脚枠立前修正指導 

③ 研修結果 

   先受け、脚入れ、当付け等の各施枠作業でも、各作業員が安全で効率の良い施枠 

技術を習得した。 

 

4) トラフ、チェーン延長、短縮取替え作業技術指導 

① 研修場所  

GDM炭鉱北斜坑 

② 研修内容 

トラフ通りの直線化によりトラフ摩耗による故障減少、作業時間短縮のための延長

準備（トラフ、チェーン運搬方法等）からトラフ延長と詰の施枠作業の並行作業の手

順も合わせて指導した。（写真 1.1-9～10参照） 

 

          

   写真 1.1-9 トラフ入れ込み指導      写真 1.1-10 トラフチェーンの緊張指導 
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③ 研修結果 

掘進現場に適応したトラフ延長と詰の施枠作業の並行作業手順、トラフの直線化 

を理解し、能率よく安全に作業ができるようになった。  

 

(2) 運搬技術 

1) 設備の操作技術指導 

(a)ベルトコンベア(BC)の運転操作技術指導 

① 研修場所 

   GDM 炭鉱坑外 

② 研修内容 

運転は運転操作に当って災害防止対策上特に作業者相互間の連絡を密にする事 

が必要であり、周囲の安全及び BCの運転前点検を行ってから運転すること、運転 

中の注意事項等について指導した。 

表 1.1-3に運転時の注意事項を示す。 

 

表 1.1-3に運転時の注意事項 

③ 研修結果 

全員が BC運転操作をしたことがないが、PC運転操作についてはすでに教育し 

ており基本的には点検内容以外は同じであり、基本的なことは理解した。 

 

2) 運搬設備の維持管理技術指導 

(a)PC現場管理、故障復旧及び故障対策技術指導 

① 研修場所 

    GDM炭鉱坑内 

② 研修内容 

    昨年までの現場指導に加え、今年度の PC技術指導は PC点検マニュアル、PC駆 

動部設置方法及びトラフ取り替え方法等を作成し、それに基づいて以下の研修指導 

（イ）

（ロ）

（ハ）

（ニ）

（ホ）

（ヘ）

（イ）

（ロ）

（ハ）

（ニ）

（ホ）

（ヘ）

（ト）

（チ）

（リ）

運転時の注意事項

①　　運転前

②　　運転中

油脂類は適正な種類のものが規定量入っているか。

ベルトの張りぐあい。

プーリのゴムラッキングの摩耗。

ベルトがベルトフレーム、枠、矢木、岩石などと接触、噛み込み等がないかの損傷の有無。

緊張装置（台車式、垂直式）の脱線、作動余裕等。

ベルト清掃装置、シュート、スカートの取り付け状況。

荷こぼれして、テールプーリに巻き込んでいないか注意する。

ベルト清掃装置、シュート、スカートの取付状況。

ベルトからの異臭、発煙等。

コンベア各部の異常音、異常振動、発熱に注意する。

ベルトのスリップの有無原因に対処する。

コンベア各部の変形、芯狂、摩耗、破損の有無に注意する。

ベルトには適正な積載量を載せ、オーバーロードを極力避ける。

プーリ、ローラ類の清掃、回転状態に注意し、不回転ローラ、破損ローラは速やかに取り替える。

ベルトの蛇行状況、フレーム、枠等の接触損傷の有無。
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を実施した。  

a) PCの構造、名称等とPC点検マニュアルにより各所の点検方法、点検のポイント等 

について指導した。 

b) チェーン点検及びボルト再締め、チェーン短縮、油の管理等の現場管理について 

指導を実施した。 

c) 下チェーン外れ復旧やトラフ取り替え方法を指導した。（写真1.1-11参照） 

d) ホイールのチェーン噛み込み防止対策としてチェーン捌きとホイール溝との隙間 

が大きいとチェーンが長くなると噛み込み易くなるので寸法等について指導した。 

e) PC増設について指導を実施した。（写真 1.1-12参照） 

表 1.1-4にパンツァ－コンベア点検マニュアルを示す。 

図 1.1-5～6に PC駆動部設置方法とトラフ取り替え方法を示す。 

   

表1.1-4パンツァ－コンベア点検マニュアル 

 

 
平成　　年　　月　　日 個所名

点検個所 使用油 油量ℓ 点検手順１点検手順２ 点検者 点検項目 良否 点検ポイント
ドライブトラフ イ）チェーン通りの状態 ※異常に摩耗していないか

ロ）チェーン捌きの状態 ※変形､摩耗していないか､取付ボルトの緩み､脱落はないか
ハ）舌板の状態 ※変形していないか､取付ボルトの緩み､脱落はないか

ホイル イ）取付ボルトは ※緩み､脱落はないか
ロ）ツースの状態 ※異常摩耗していないか､チェーン､ピッチは合っているか

オフサイド イ）回転は正常か ※ベアリングは破損していないか､グリースは入っているか
減速機 ディーゼル イ）油量は良いか ※適量に入っているか､油に金粉が混じっていないか

オマラ ロ）運転時の音は良いか ※通常より振動､異常音がしないか
シンクレア- テラス 18 イ）油は良いか ※適量に入っているか､油に金粉が混じっていないか

ロ）回転は正常か ※通常より振動､異常音がしないか
モーター イ）回転は正常か ※通常より振動､異常音がしないか

ロ）電流は正常か ※異常に温度が高くないか､電流を取り過ぎていないか
第一､第二 イ）チェーン通りの状態 ※異常に摩耗していないか

ランプトラフ ロ）接続部は ※ボルトの緩み､脱落はないか
ノルマルトラフ イ）チェーン通りの状態 ※底板､上､下ツバ摩耗､破損個所はないか

ロ）布設状態 ※馬背､舟底部の為抵抗になっていないか
ハ）運転時 ※異常音（抵抗になる音）がしていないか

終端トラフ イ）チェーン通りの状態 ※底板､上､下ツバ摩耗､破損個所はないか､付着炭はないか
リターントラフ ロ）回転状態

チェーン イ）運転時のチェーンの状態 ※スムーズに動いているか､シャクリ運転になっていないか
ロ）ホイルとの噛み合い状態 ※ホイルとのピッチは合っているか
ハ）チェーンの張り具合は
　

スクレーパー 二）捩れ､変形がないか ※ホイルの摩耗､トラフ破損につながるので早く取替える
シャックル ※ホイルの摩耗､トラフ破損につながるので早く取替える

※確認事項
１．各PCの管理責任者を決め一人一人が責任を持って管理すること
２．PC作業する時は必ずメーンスイッチを切り送電禁止札を付け安全を確認してから作業すること
３．毎方作業員と連絡を取り点検チェックすること
４．異常を確認したら担当係員に連絡し対処する。応援が必要な時も有無の連絡をして、必要な時は応援者と共に故障復帰に掛かる。

係員
作業員

30

係員
作業員

目視
触手

運転時

目視
触手

停止又は
運転時

係員
作業員

目視
停止又は
運転時

係員
作業員

目視
触手

停止又は
運転時

停止時
目視
触手

パンツアーコンベア点検マニュアル

※落ち口でチェーンが長くなっていないか､シャクリ運転に
なっていないか

ホ）捩れ､変形､ボルト脱落が
ないか

係員
作業員

目視
触手

※抵抗なく均等に回転しているか。ベアリング個所に熱を
持っていないか

係員
作業員

目視
触手

停止又は
運転時

係員
作業員

停止又は
運転時
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図1.1-5 PC駆動部設置方法 

 
図1.1-6 トラフ取り替え方法 

PC駆動部設置方法
駆動部落ち口の状態

　　

終端部と次のPC重なりについて

2PC

                                                      1PC

１PC終端

1．基本的にPC落ち口は、駆動部下（スプロケット）チェーン受け丸綱までは必ず出す事。空子を組んで丸綱が見えない状態だとチェーンが立つ恐れが大い にあ
る。従って池島では駆動部固定はチェーンで吊り駆動部下には空子は組まない。
　※．GDM南斜坑PCでチェーンが立つような状況にあるPCは１PCである。駆動部下はコンクリートであるため、改善方法としては半端トラフを増設し改善
　　　する必要がある。

1．１PC、２PCとの重なりに対しては１PC終端の上に２PC第二ランプ  トラフが乗る状態、１PC終端と２PC第二ランプトラフの間に枕木を1段～2段を敷く（2段目を
敷く場合はその時の場所状況による）。駆動部は4隅をチェーンで吊る。

落ち口

落ち口

チェーン受け
丸綱

チェーン受け
丸綱

落ち口

枕木

チェーンで吊る

トラフ取り替え方法
トラフ取り替えについて

チェーンの左右不揃い原因について

チェーン捌き破損原因について

1．新品チェーン使用で長期にわたり運転していくうちに左右のチェーンが不揃いになり色んな影響が出てくる。原因はトラフの傾きに依るもので布設時に横の部
分をレベル(トラフ下に枕木等を敷きレベルにする）にして布設する事が重要である。トラフ通りに於いて坑道には馬の背、船底等があり極端な場合は敷物をして
出来るだけ馬の背、船底部を無くすようにする。

1．通常運転ではチェーンが回転し下側に成ったら重量でスプロケットより外れ下に下がる、従ってチェーン捌きまでスプロケットにチェーンが付いてくる事はあまり
ないのが通常である。

2．GDM炭鉱で何故頻繁にチェーン捌きが破損するのか？。原因としてチェーンボルト緩み摩耗等によりチェーン本来のセンター(スプロケットに収まるときのセン
ター）にズレが生じる、ズレによりスプロケット破損、チェーン捌き破損等に繋がる。又GDM炭鉱掘進坑道は粘着力が強いからスプロケットにチェーンが付いたまま
チェーン捌きまで付いてくると思いがちであるが、新品チェーンを使用しているときはスクレッパーに大量の付着粘土が付いている。従ってスプロケットが回転し付
着したスクレッパーが下に成ったらスプロケットホイルよりチェーンは外れている。以上の事で考えると粘着も有ると思うがボルト緩みで生じるスプロケットに収まる
センター狂いが主な原因である。1週間に1回のボルト再締めを行う事が必要である。

1．トラフ取り替えについて、トラフには凹凸が付き接続したら外れないようにしている。凸が落ち口側、凹が終端側を向いている。取り替え要領として、トラフ途中で
破れている場合、破れている側の凸の部分をつり上げ、相手側の凹が外れると簡単に下に落ちる。たまにトラフ同士の繋ぎ部分にスクレッパー部が有ると簡単に
は外れないことがある。十分つり上げる事によりスクレッパー部をずらして対応する。

　　　　　　　　　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➁
　

2．良品の取り付けについて、拝みあわせる場所で凹の部分が下、凸の部分が上になるように設定する。凹の部分をつり上げていくと、凸の先が凹の下側に落ち
る。そうなるとつり上げをやめる。三角状態で留まる。その後チェーンを下つばに入れ込み、三角状態の先の方を押さえ込む

　　　　　　　　　　➀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➁

手巻きを緩めて

不良トラフ取
り替える

手巻きを外し頂
点を抑え込む
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       写真1.1-11PC故障復旧指導            写真1.1-12PC増設指導 

③ 研修結果 

     PC点検マニュアル、PC駆動部設置方法及びトラフ取り替え方法に基づいて指導した 

ことにより、PC点検、PC増設、下チェーン外れやトラフ取り替え等の故障復旧技術等 

の維持管理技術が向上した。 

 (b)ベルトの保安装置維持管理技術指導  

① 研修場所 

       GDM炭鉱坑内及び坑外 

 ② 研修内容 

今回南斜坑に新しくベルトコンベアを設置することになり、これに関しては様々 

   な保安装置が必要なので点検整備の指導を行った。 

       具体的には煙センサー、片寄りスイッチ、シュートリレー、スリップリレー、 

非常切りスイッチなどの設置を指導した。 

ベルトコンベア新設について工事を行う前に、ベルトコンベア保安装置の種類及び 

取り付け位置、集合電磁開閉器操作端子番号、20芯ケーブル操作番号、布設方法及 

びベルトコンベアの保安装置接続方法の教育指導を行った。（写真 1.1-13～18参照） 

             

    写真 1.1-13～14ベルトコンベア保安装置（片寄りスイッチ、非常切スイッチ）点検、整備、調整指導 
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    写真 1.1-15ベルトコンベア保安装置(煙）動作試験指導   写真 1.1-16 ベルトコンベア教育指導 

     
     写真 1.1-17 集合電磁開閉器説明指導             写真 1.1-18 ベルトコンベア保安装置接続指導     

③ 研修結果 

今回はベルトコンベアの新設を行ったので特に保安装置の整備と接続を指導し 

た。その中でも各保安装置の設置の目的と動作原理及び設置箇所について現場実 

技及び座学指導を実施し理解できた。 

 

3) 運搬システム構築技術指導 

(a)BC設備計画及び設置指導  

① 研修場所 

        GDM炭鉱南斜坑及び坑外 

   ② 研修内容 

南斜坑の揚炭設備としてパンツァーコンベア（PC）を使用して岩盤を掘進してい 

たが、運搬距離も長くなり粘着性の強い付着硬によるオーバーやトラフ及びチェー 

ンの摩耗による故障等が発生していたので、その対応として付着硬の影響を受けに 

くく維持管理が容易なベルトコンベア（BC）を新設するために、エクステンシブル

ベルトコンベア（EBC）機材の駆動部、テンション部及び終端部を活用してBC化を

計画し指導した。ベルト計画は、坑道傾斜6°、機長230m、運搬能力150T/Hである

が、手持ち機材活用のためベルト幅1050mm（手持ちベルト）、モーター出力７５Kw

（手持ちEBC駆動部用モーター）を使用することで計画して指導した。 

図3.1-7にＥＢＣの構成図、図1.1-8にベルト計画図を示す。 
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図1.1-7 42吋ＥＢＣの構成図 

 

図1.1-8 ベルト計画図 

a) EBCのテンション部（ベルト貯蔵ユニット）をそのまま使用するとテンション部の 

高い部分が長くなり、離隔、盤打ち等の問題もあり通常のテンションとして使用す 

る方法を指導した。 

b) テンション部は駆動部にスナッププーリーを付けて下ベルトを折り返す必要があ 

り、駆動部にスナッププーリー取り付け台を製作して取り付ける方法を指導した。 

（次頁写真1.1-19参照） 

c) スナッププーリーはEBC移動テンション台車のプーリー3個の内一番径の小さいプ 



 

16 

ーリーを外して使用するように指導した。 

d) テンション部は移動テンション台車の大きなプーリーも外して中間のプーリーを 

残して使用するように指導した。 

e) 駆動部スナッププーリー取り付け台製作方法として、位置・高さを決めるために 

フレームの布設位置を示してフレームよりリターンローラー上面の高さが図面より 

60mm下になるので、スナッププーリーの高さはフレームより60mmの位置に取り付け 

るようにすること等について指導した。 

（写真1.1-20参照） 

   

写真1.1-19スナッププーリー取り付け台製作指導 写真3.1-20スナッププーリー取り付け位置指導 

f) 駆動部組立ては、以前指導して作成した簡易クレーンを使用して駆動部に減速機 

及びモーター取り付け等について指導した。（写真1.1-21～22参照） 

   
写真1.1-21～22駆動部組立て指導 

g) ヘッドフレームが不足していたため、参考図面を渡してヘッドプーリーの寸法を 

測定して現物合わせで製作する方法を指導した。（写真1.1-23～24参照） 

   

写真1.1-23～24ヘッドフレーム製作指導 

h) フレーム及びキャリア台等の布設方法として、フレームを布設するときは紐を張 

って真っ直ぐに張ること、キャリア台取り付け穴を対角に測定して長さが同じにな 
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るようにすること、キャリア台の取り付けは長穴になっているのでフレームボルト 

穴に対して左右ばらばらでは試運転時にベルトが蛇行しベルト修正が簡単に出来な 

いので、終端側に統一して取り付ける等について指導した。（写真1.1-25参照） 

i) 坑道中心よりフレームの端までの距離及びBC中心までの距離を確認して駆動部の 

布設方法を指導した。 

j) ドライブプーリーの回転を確認し回転不能だったため、減速機及びモーターを外 

して原因調査を指導した。 

k) ドライブプーリー等のベアリングを点検しグリース給油を指導した。 

l) 減速機を整備後に減速機とモーターを再度駆動部に取付け組立て及び坑内搬入方 

法を指導した。（写真1.1-26参照） 

     

写真1.1-25坑外BCフレーム布設指導       写真1.1-26BC駆動部坑内搬入指導 

m) 坑内の測点からベルトセンターに合せて駆動部据え付け、テンション部及び中間 

部布設を指導した。（写真1.1-27～28参照） 

   
写真1.1-27坑内駆動部据え付け指導      写真1.1-28坑内中間部布設指導 

n) 終端部を定位置に据え付けて、フレームと終端部を繋ぐブラケットを製作し終端 

部に取り付けて中間部のフレームとボルトで繋いで固定するように指導した。 

（写真1.1-29参照） 

o) 終端部を固定するためにアンカー柱を打ってチェーンで緊張して固定する方法を 

指導した。（写真1.1-30参照） 

p) 終端部のスカート取り付け位置にインパクトキャリア台を設置し、通常のキャリ 

ア台間（1.25m）に取り付け穴を明けて3台増設するように指導した。 
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写真1.1-29坑内終端部と中間部固定指導     写真1.1-30坑内終端部チェーン緊張指導        

q) 75Kwのモーターを使用するため、ヘッド部には最大張力が14トンも掛かるので基 

礎金物の設置方法及びヘッド部の固定方法等について指導した。 

（写真1.1-31～32参照） 

   

写真1.1-31基礎金物設置指導         写真1.1-32ヘッド部基礎固定指導 

r) ベルト入れ込み方法として、坑口のベルトの落ち口にベルトを巻いたドラムを据 

え付け、坑口付近にホイストを据えてワイヤーロープを引き回してベルトを引き込 

む方法を指導していたが、2台目のSDLが入荷し試運転まで完了したのでSDLで引き込 

む方法を指導した。作業前のミーティングにおいて、ワイヤーロープとハンキング 

シーブのセッティング方法、連絡方法（誘導無線）、シーブ近くでの注意事項等を行 

い、12φワイヤーロープを下ベルト側に引き回し、ロープの片方をベルトに固定し、 

SDL側の折り返しに滑車をベルトセンターに取り付けロープを折り返しSDLで引っ張

ることによりベルトを入れ込む方法を指導した。（写真1.1-33参照） 

                      

写真1.1-33 ベルト乗せ据え付け指導     

③ 研修結果 

南斜坑の BC 計画及び BC新設のための指導を実施したが、坑内 BC新設は初めて 

であり初歩的なことから指導を実施した。 
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 (3)機電技術 

1) 排水技術指導 

    ① 研修場所 

    GDM 炭鉱坑内 

  ② 研修内容 

    坑内の水処理は湧水箇所で集水して清水に近い状態で揚水することが基本であり、 

沈殿槽と本バックの 2槽バック作り、切羽周辺の水処理、溝割り、バック及びポン 

プ管理、バケツとストップウオッチによる湧水量測定等について指導した。 

現在の総湧水量は 15L/min（北斜坑側 7L/min、南斜坑 8L/min）と少量であるので、 

パイプが詰り及びポンプの焼付き防止のため 1目抜きの 2槽バックに集水して自 

動運転で揚水する様に指導した。 

図 1.1-9に GDM炭鉱坑内排水系統図を示す。（写真 1.1-34～37参照） 

 

図 1.1-9 GDM炭鉱坑内排水系統図 

GDM炭鉱　坑内排水系統図
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            写真 1.1-34 側溝掘り指導         写真 1.1-35 1バック及びポンプ管理指導 

             

写真 1.1-36 水量測定指導          写真 1.1-37 1目抜きポンプ自動運転指導 

③ 研修結果 

     排水設備の余裕、水処理、バック及びポンプ管理等の必要性について理解した。 

 

2) 各種機器の補修技術指導 

a) エアーレバーの整備指導 

    ① 研修場所 

     GDM 炭鉱坑外整備工場 

② 研修内容 

 南斜坑 BC 布設においてエアーレバーを使用するため、整備を指導した。 

a)操作ハンドル方向について指導した。 

b)エアーの流れについて指導した。 

c)回転軸ブレ止めフランジ調整について指導した。 

d)内部ギヤー等について指導した。（写真 1.1-38～39参照） 

   

写真 1.1-38～39 エアーレバー整備指導 
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④  研修結果 

整備工場の研修生に分解及び組み立てを指導することにより、十分に理解した。 

 

b) RH各種機器の整備指導 

① 研修場所 

   GDM炭鉱坑外整備工場 

② 研修内容 

整備工場にて掻寄減速機、第 1及び第 2コンベア減速機、スプロケットツース、

各種油圧シリンダー等の整備技術を実技指導した。 

a) 減速機の分解について指導した。 

b) ベアリング、オイルシール及びギヤー類の良否の判別方法について指導した。 

c) 減速機内部ギヤー類の整備について指導した。 

d) 減速機内部出力軸と傘歯車隙間調整について指導した。 

e) 減速機の組み立てについて指導した。 

f) コンベアのスプロケットツースの整備について指導した。 

g) 油圧シリンダー分解整備について指導した。 

（写真 1.1-40～43参照） 

   

  写真 1.1-40掻寄減速機整備指導写真         写真 1.1-41第 1コンベア減速機整備指導 

    

写真 1.1-42第 2コンベア減速機整備指導     写真 1.1-43スプロケットツース整備指導 

③ 研修結果 

RH各種減速機整備、スプロケットツース摩耗の整備、シリンダー整備等の技術に 

ついて指導し、理解した。 
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3) 各種機器の維持管理技術指導 

a) RHの部分オーバーホール指導 

    ① 研修場所 

     GDM 炭鉱坑口 

② 研修内容 

走行クローラー部のキャタピラ一部破損、ドラム摩耗、第 1及び第 2コンベアフ

レーム摩耗、チェーン摩耗等があり、総点検及び予備品との取り替えを指導した。 

a) ドラム取り替え及びドラム内側に粘土が付着して伸縮筒が摩耗していたので鉄板 

を溶接して整備を指導した。 

b) 第 1コンベアチェーン通り摩耗のため、1式予備品と取り替えを指導した。予備 

品の第 1コンベア上鍔が摩耗していたので外した第 1コンベアの上鍔を外して取り 

替え指導した。（写真 1.1-44～45参照） 

    
写真 1.1-44第 1コンベア本体取替指導         写真 3.1-45第 1コンベア終端ローラー取替指導 

c) 走行クローラー部左右（キャタピラ含む）の外れ等が有り予備品と取り替えとキ 

ャタピラ緊張を指導した。（写真 1.1-46～47参照） 

     

写真 1.1-46走行クローラー部外し指導          写真 1.1-47走行クローラー部取付け指導 

d) 第 2コンベアを点検したところ、チェーン通り及び上下鍔が摩耗のためチェーン 

通りは溶接肉盛り補修、上鍔は以前取り替えた第 2コンベアの上鍔が摩耗していな 

かったので上鍔取り替え、下鍔は切断して張り替えを指導した。  

e) 掻き寄せ腕（減速機シャフト部）のフローティングシール破れ取り替えを指導し 

た。 

f) 第 2コンベアチェーンが摩耗していたので新品に取り替えを指導した。 

（次頁写真 1.1-48～51参照） 
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写真 1.1-48第 2コンベア整備指導     写真 1.1-49オイルクーラー詰まり点検指導 

          
    写真 1.1-50オイルクーラー取替取替指導       写真 1.1-51第 2コンベアチェーン取替指導風景            

   ③ 研修結果 

坑外での作業でスムーズに指導が出来た。オーバーホールに近い整備を指導し技

術の向上が見られた。 

 

b) RHの掘進現場において日々のメンテナンス指導 

    ① 研修場所 

     GDM 炭鉱坑内 

② 研修内容 

操作前の始業点検、作業後の終業点検の重要性等の基礎的なことを現場におい 

て実技指導した。 

a) 8連バルブ漏油の原因調査は戻りラインを調べる事が重要であり、現場で実技指 

導した。 

b) 8連バルブ漏油箇所の操作ハンドルロッドのシール取り替え等について実技指導 

した。 

c) 油圧シリンダー箇所の内部シール取り替え等について実技指導した。 

d) 油圧回路の各機器の規定圧力と圧力測定について実技指導した。 

e) 第 1、第 2コンベアチェーン調整等について実技指導した。 

f) 切削ドラム、掻寄減速機取り替え等について指導した。 

g)  油タンク内のサクションフイルター目詰まり点検して、清掃方法を指導すると共 

に目詰まりによる各機器への影響について指導した。 

（写真 1.1-52～56 参照） 
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    写真 1.1-52油圧シリンダーシール取り替え指導         写真 1.1-53 圧力調整指導         

            

                         写真 1.1-54～55掻寄減速機取り替え指導 

                          
               写真 1.1-56サクションフイルター点検指導 

③ 研修結果 

       日々のメンテナンス、保守管理、始業、終業点検及び整理整頓を行うことで、後 

方に支障なく作業に掛かる事が出来る事を理解した。 

 

4) 各種電気機器補修技術 

① 研修場所 

    GDM炭鉱坑内外施設 

   ② 研修内容 

RH及び SDL による機械化掘進が本格化して、今迄経験した事の無い故障、事故等

が発生したが、その都度原因を分析し､改善対策を行い、故障･事故防止について研

修指導を行った。 

主な内容としては､RH では切削モーターが低速から高速に切り替わるときメーン 

スイッチから遮断するという現象が発生した。モーターの点検を行い異常がなかっ 

たため制御盤の動力接点を点検し、接点の接触面がアークにより少し接触不良と判 
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断されたので接点の手入れを行った。また、ドラムと伸縮筒の付着物の抵抗も考え

られたので定期的に掃除をするよう指導して故障防止を図った。 

SDLでは運転不能となったため制御盤の調査を行った。ユニバーサルリレーに接 

続されている変流器が不良と判明したため取り替え改善指導を行った。 

    電磁開閉器内部掃除を行い、テスターを使ってヒューズの導通確認、PT、MGスイ 

ッチの接点の導通確認、ヒーターの導通確認、ケーブル端子再締め点検方法の教育 

指導を行った。（写真 1.1-57～60参照） 

         

           写真 1.1-57～58 制御盤の動力接点の点検手入れ指導 

     

       写真 1.1-59 気中遮断器点検整備指導       写真 1.1-60 15kw電磁開閉器点検、整備指導 

③ 研修結果 

故障事例を研修教材として活用して指導員は、研修生に対して原因究明、対策、

そして復旧改善の研修指導を行い、技術が向上した。 

 

5)各種機器の維持管理技術 

① 研修場所 

GDM炭鉱坑内外施設 

② 研修指導内容 

日常点検・定期点検並びに機器の整備・改善指導 

RHを坑外揚げしてメンテナンスをする際に、電気関係では各モーターの絶縁測定、 

動力ケーブル点検、補修、制御盤内点検（リレーの緩み、端子関係再締め）、操作ケ 

ーブルの点検、切削モーター箱点検（端子再締め）等を指導した。 

       ハウサリットを使用する前に電気係員及び研修生に低圧電磁開閉器、保安装置端 

子箱内、配線系統、運転操作等について教育指導した。 

75KW電磁開閉器では保護装置のヒーターの設定変更、並びに内部構造の研修指導 
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を行った。 

 インターロックの使用目的及び南斜坑、北斜坑のガスから局部扇風機へのインタ

ーロックの系統を説明行い、今回南坑道に 10HP 局部扇風機増設分及び掘進が北斜坑 

にかわるため、北斜坑 10HP 局部扇風機増設分のガスから局部扇風機へのインターロ 

ック切り替えの説明を行い実技指導した。（写真 1.1-61～66参照） 

      

    写真 1.1-61 RH電磁開閉器内点検指導      写真 1.1-62 RH切削モーター内点検指導 

       

     写真 1.1-63 ハウサリット保護装置説明指導     写真 1.1-64 サーマルリレーの説明指導 

       

     写真 1.1-65 接地継電器接続指導   写真 1.1-66 ガス、扇風機よりインターロック接続指導  

③ 研修結果 

 坑内の RH、SDL 他ケーブル、電気機器の点検は目視点検を行うように指導教育

を行った。ケーブル、電気機器の事故防止、感電防止等の対策として接地継電器

を取り付け故障、事故の防止が出来るようになった。また、三交替係員に巡回時

に異常がないか確認するように指導した。 

   

6) 電気設備設置技術 

① 研修場所 

    GDM炭鉱坑内外施設 
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② 研修指導内容 

配電設備の計画指導並びに保守管理指導においては現在､発電所では主要動力用 

として 500KVAを 2台､1000KVAを 2台、保安動力用として 30KVAを 1台設置して負荷 

状況に応じて運転管理を行っている｡昨年よりも負荷が増加しているため今後の設 

備増強に備え発電機より坑口電気室まで 150sq のケーブルの敷設を行い今後の負荷 

増加に対応出来る様計画変更を指導し実施した｡ 

RH･SDL では坑内の奥部化に対処するため､移動ケーブルを 100m 程延長接続し､余 

巻は坑道側壁に吊るしキャブタイヤケーブルの接続･維持管理法を研修指導した｡ 

図 1.1-10に坑口電気室配線図を示す。（写真 1.1-67～72参照） 

 

図 1.1-10坑口電気室配線 
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写真 1.1-67 RHケーブル延長指導               写真 1.1-68 機器増設分ケーブル入れ込み指導 

        

      写真 1.1-69 高圧ケーブル三つ叉作り指導     写真 1.1-70 高圧ケーブル接続指導 

   

写真 1.1-71～72 PC増設操作ケーブル切り替え指導    

③ 研修結果 

今後の計画変更について研修指導を行う前に事前打ち合わせ教育等を行い、必要 

性及び工事方法を説明、理解を得てから研修を行った。 

 

7) 防爆技術 

  ① 研修場所 

    GDM 炭鉱坑内外施設 

  ② 研修指導内容 

SDLや RHの制御盤内部点検する際にその構造について説明を行った。また防爆構

造となっているので、ボルトの締め付け部はグリースを塗布し密着させるよう研修

指導を行った。（写真 1.1-73～74参照） 
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       写真 1.1-73 スリップリレー指導         写真 1.1-74 グリース塗布指導 

③ 研修結果 

電気機器においては防爆構造､機器内部の各種機器､配線等を整備作業や取り付 

け作業を行う度に現場において教育指導を実施し理解させることができた。 

 

(4)保安技術 

1) 保坑（荷抜き・間枠入れ）技術指導 

 ①  研修場所 

   GDM炭鉱南斜坑 

 ②  研修内容 

南斜坑の約60mの区間において、地圧の変化に伴い成木の折込みと初期的な枠の変形が見 

られたため、天井、側壁の硬をピック切付けにより約0.2m落として、成木を差替えて当付 

けをする荷抜き作業及び基本作業である枠の締め上げ（矢板による当付けの締め上げ）を 

指導した。また、1度の荷抜き対策では地圧に耐えきれず、さらに枠の変形が大きく生じ 

た区間（40m）に、間枠を入れて支保の補強をする、間枠入れ作業の施枠方法から切張り入

れ、当付けの固め等の方法を指導した。写真1.1-75～78参照） 

 

      

    写真1.1-75ピック切付け指導           写真1.1-76成木差替え指導 
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写真1.1-77天井当付け固め指導           写真1.1-78側壁当付け固め指導 

 ③  研修結果 

    0.2mの硬の切上げによる一時的な荷抜きの効果を理解させ、当付け成木の入れ増 

し及び締め上げの強化により強固な坑道作りに近づけさせた。 

間枠入れ作業においても、実際に枠の変形する過程を見る事により、枠の変形防 

止に大切な当付け、締め上げ及び切張りの入れ方、入れ場所までの理解が進んだ。 

  

 

 2) 救護隊技術 

①  研修場所  

GDM炭鉱研修室及び坑外 

②  研修内容 

今回は、鉱山救急法による止血法、三角巾を使用してのキズの手当て、止血帯 

による止血の方法、止血点の押さえ方、罹災者の救出法（緊急退避のさせ方）、

またロープを使用しての急造担架の作り方、担架を使用しての運搬法、罹災者の 

看護、心肺蘇生法（レサシアンを使って気道の確保、人工呼吸、心臓マッサージ） 

の実技による指導をした。 

救護隊においては、座学による鉱山救護隊基礎知識の教育指導、酸素呼吸器の

組立て、点検、着装、分解、水洗い手入れの教育指導、また、想定内容に沿って、

酸素呼吸器を着装して気密を図るための煙探検、歩行訓練、ノコ引き、酸素ボン

ベ取り替え、急造担架を使用しての罹災者救出の実技訓練指導を実施した。（写

真 1.1-79～84参照）                     

                   

写真 1.1-79 心肺蘇生法指導       写真 1.1-80副木を使用し上腕骨折手当指導                  
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写真 1.1-81煙探検指導         写真 1.1-82組立着装方法指導  

                                                       

写真 1.1-83罹災者搬送指導          写真 1.1-84 歩行訓練指導 

③ 研修結果 

 救護隊の基礎知識の座学指導、酸素呼吸器の取り扱い、酸素呼吸器の組立着 

装方法等の教育指導を実施,特に酸素呼吸器の組立取り扱い及び手動検査,着装に関 

して指導した結果、素早く着装できるようになった。酸素呼吸器を着装しての訓練で

は、酸素呼吸器に慣れるよう歩行訓練、ノコ引き、酸素ボンベ交換、急造担架を作っ

ての罹災者搬送訓練でも素早く行動できるようになった。また、3型検査器を使用し

て酸素呼吸器の漏れを測定し、メンテナンスも確実に出来るようになった。 

 

3) 穿孔機（ウォンバット）運転操作技術 

①  研修場所 

GDM炭鉱南斜坑 

②  研修内容 

穿孔機（ウォンバット）運転操作手順方法、ドリルロッド延長、回収方法等を

実技指導した。（写真 1.1-85～86参照）               

     

写真 1.1-85穿孔機運転操作指導      写真 1.1-86ドリルロッド回収指導 
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③  研修結果 

 ドリルロッド延長回収が安全に作業出来るようになり、作業能率、運転操作が向

上した。 

 

(5) 通気技術 

1) 通気管理技術指導 

①  研修場所 

       GDM炭鉱南斜坑及び北斜坑 

②  研修内容 

  坑内各所のガス測定器によるガスチェック、常設のガス受感部調整及び巡回板記 

入方法を現場指導した。（写真 1.1-87～88参照）   

        
     写真 1.1-87 3目貫ガスチェック指導    写真 1.1-88巡回板の記入チェック指導        

③  研修結果 

  ガス測定の重要性については理解が進んだが、日々、変化する自然条件の中で、 

坑内の保安を維持するには、常に変化する坑内に対する危険予知を定着させる事

と共に、巡回時の点検要領を習得させた。 

 

2) 通気施設管理、風管管理技術 

 ①  研修場所 

       GDM 炭鉱南斜坑入口 

    ②  研修内容 

          坑内における風管管理技術の実技指導を実施した。また、坑道掘進では掘進切 

羽での風量確保の重要性を指導した。（写真 1.1-89～90参照） 

                            

写真 1.1-89 風管補修指導         写真 1.1-90 風管敷設指導                
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③  研修結果 

    通気施設管理、通気改善等の技術が向上した。また、坑道掘進では掘進切羽で 

の風量確保の重要性の理解が進んだ。 

 

 (6) 炭鉱開発技術 

1) 鉱山設計技術指導 

①  研修場所 

  GDM炭鉱研修室 

    ②  研修内容 

座学により､基幹坑道と片盤坑道の巻立て枠の違いと、目的に沿った基本的な設

計を教育し、計画中の各目貫の巻き立て図を参照して指導を実施した。（写真

1.1-91～92 参照） 

図 1.1-11に研修用巻立て枠図を示す。 

 

            図 1.1-11 研修用巻立て枠之図 

    

写真 1.1-91～92 坑道設計座学指導                    

③  研修結果 

実際に 1目貫巻立て枠を見ることが出来た事により、理解を深めた。 

 

 

 

 



 

34 

2) 探査測量技術 

ａ)トラバース測量実技指導 

①  研修場所 

坑外及び坑内各所 

②  研修内容 

坑内外トラバース測量は連絡測量も含め精度が必要な作業となり、測点の移設

（天井から地盤へ）地盤の測点と機器の合わせ方、ターゲットの据え付け方を重視

して指導に当たった。 

トランシットの誤差調査は、坑外において、仮の測点（3点）を設けトランシッ 

トで正反 2回観測することにより機器の水平角、鉛直角の誤差を知ることができる 

方法を指導した。（写真 1.1-93～96参照） 

       

     写真 1.1-93 坑外測量指導        写真 1.1-94 坑外測量指導 

        
写真 1.1-95 器機据え付け指導      写真 1.1-96測点の移設指導 

③ 研修結果 

坑外トラバース測量及び坑内トラバース測量（連絡・閉合）においても、今回 

は天井の測点を地盤へ移す方法で測点（釘 1本）の誤差の大事さにも気付き、測 

量機器の据え付け方にも工夫が見られ、一回の観測時間も短縮され技術が向上し

た。 

b) 坑内測量技術指導(中心、腰線延長法) 

①  研修場所 

 坑内掘進箇所 

②  研修内容 

トータルステーションの機器を使用しての中心線延長を実施している現状での 

指導を行っている研修の中で、今後は機器を使用しないでも現場で中心延長ができ 

るようにクレモナロープだけ使用した方法を取り入れ指導に当たった。 
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目貫の中心線の出し方においては、ビニールテープを使用しての二等辺三角形を 

使った方法で指導した。（写真 1.1-97～100参照） 

  

写真 1.1-97 テープによる中心の出し方指導     写真 1.1-98 測点設置指導 

  

写真 1.1-99 中心延長指導          写真 1.1-100腰線延長指導  

    ③  研修結果 

トランシットで中心方向を定めそれに沿って中心線を付ける方法と、機械で計 

画標高を定める方法が上達した。 

腰線に関しては、傾斜器の合わせ方による誤差（各自の測定結果）の生じ方を 

経験した事により傾斜器の合わせ方を理解できた。 

 

c) 坑道断面測定指導 

①  研修場所 

 南斜坑道中 

②  研修内容 

北斜坑の坑道及び南斜坑道中の荷重による枠の変化が見られ、各坑道での断面 

を測定する作業を行った。（写真 1.1-101～102参照） 

  
写真 1.1-101 器機操作指導        写真 1.1-102 枠形状調査指導 

③  研修結果 

断面測定の目的は、今後奥部化になるにつれ坑道の狭小化を知るための作業で 
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あることを理解した。 

 

d) 地質調査指導 

① 研修場所 

 北斜坑掘進切羽 

② 研修内容 

北斜坑延び詰において、断層が介在している切羽状況の中で断層の方向、傾斜、 

落差、岩質の特徴等の調査法を指導し、考えられる断層の種類、断層と褶曲の違 

い等の指導を行った。（写真 1.1-103参照） 

             

写真 1.1-103 地質調査指導 

③ 研修結果 

掘進方向により、断層（上げ断層、下げ断層、正断層、逆断層）の表現の違い 

が理解できるようになった。 

 

3) 先進ボーリング技術 

①研修場所 

   GDM 炭鉱南斜坑（一目貫） 

②研修内容 

据付台作り手順方法、作業箇所の点検要領、機械組立て手順方法、操作手順穿孔方 

法、ボーリング方向変更手順、ロッドの延長、撤去、メンテナンス(車軸油・給油)方

法を実技指導した。（写真 1.1-104～107参照） 

          

 写真 1.1-104 8番線での角材の固定指導          写真 1.1-105 機械給油指導 
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写真 1.1-106 ロッドの送り速度調整指導          写真 3.1-107  ロッド延長速度調整指導 

③ 研修結果 

据付台作りにおいて、立柱固め方法、横の固め柱に傾斜器を使用してレベル調整する 

ように指導した。作業箇所の点検要領、機械組立て作業手順、メンテナンス(車軸油・

給油)方法等は定められた手順で行い、な連携を保ちながら作業を行なうようになった。 

 

(7) 選炭技術 

1) 各種機器のメンテナンス技術 

① 研修場所 

    GDM 炭鉱坑外施設 

   ② 研修内容 

GDM炭鉱では完全機械化採炭を実施するために掘進坑道を展開しており、生産 

時には選炭が必要となる。そのために GDM炭鉱の貯炭場に設置されているクラッ 

シャーとベルトコンベアの点検試運転の指導と船積みに使用しているベルトコン 

ベアの点検試運転の指導を行った。(写真 1.1-108～109参照) 

      
写真 1.1-108 貯炭場クラッシャーモーター点検指導  写真 1.1-109 積み込み用モーター点検指導 

  ③研修結果 

    試運転時の点検項目（電流、電圧、モーターの異音の有無）について指導を行 

い維持管理技術が向上した。 

 

(8) 東カリマンタン研修 

1) 東カリマンタン研修指導 

① 研修場所 

 東カリマンタン州鉱山事務所会議室 

    ② 研修内容 

         東カリマンタン地区の政府機関及び近隣炭鉱の技術者を対象とし、坑内掘り炭鉱
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技術の啓蒙普及を目的として、東カリマンタン州エネルギー鉱山事務所において以

下の内容で研修を実施した。 

・坑内掘り炭鉱システム適用の政策について（講師：東カリマンタン州エネルギ

ー鉱山事務所） 

・GDM 炭鉱における坑内掘りについて（講師：GDM 炭鉱） 

・インドネシアにおける派遣研修について（講師：MMR 研修指導員） 

・池島炭鉱の坑内掘り炭鉱技術について（講師：MMR 研修指導員） 

     （写真 1.1-110～111 参照） 

  

写真 1.1-110 東カリマンタン研修風景        写真 1.1-111 東カリマンタン研修発表風景  

③ 研修日時及び参加者 

平成 27 年 12月 3日（木）            研修生 54名 

出席した政府機関  

1) バンドン鉱物石炭教育訓練センター（ETCMC）：2 名 

2) 東カリマンタン州エネルギー鉱山事務所：6 名 

3) サマリンダ市エネルギー鉱山事務所：4 名 

4) クタイ・カルタネガラ県エネルギー鉱山事務所：4 名 

5) パシル県エネルギー鉱山事務所：4 名 

出席した東カリマンタン州の炭鉱 

6) グルバン・ダヤ・マンディリ（GDM）炭鉱：1 名 

7) アヌグラー・バラ・カルティム（ABK）炭鉱：1 名 

8) カルティム・プリマ・コール（KPC）炭鉱：2 名 

9) インドミンコ炭鉱：1 名 

10) キデコ・ジャヤ・グン炭鉱：2 名 

11) タニト・ハルーム炭鉱：1 名 

12) インサニ・バラ・プルカサ炭鉱：1 名 

13) グヌン・バヤン・プラタマ炭鉱：2 名 

14) トゥルバインド・コール・マイニング（TCM）炭鉱：1 名 

15) ジュンバヤン・ムアラバラ炭鉱：1 名 

16) メガ・プリマ・プルサダ（MPP）炭鉱：2 名 
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17) カヤン・プトラ・ウタマ・コール炭鉱：1 名 

18) アディミトラ・バラタマ・ヌサンタラ炭鉱：1 名 

19) インドマイニング炭鉱：1 名 

20) キタディン・ウンバルート炭鉱：1 名 

21) キタディン・タンドゥン・マヤン炭鉱：1 名 

22) リンジャニ・カルタネガラ炭鉱：2 名 

23) ランタウ・パンジャン・ウタマ・バクティ（LHI）炭鉱：1 名 

24) ヌサンタラ･ブラウ･コール炭鉱：1 名 

25) ビナミトラ・スンベルアルタ炭鉱：1 名 

26) ウェラルコ・スブル・ジャヤ（WSJ）炭鉱：2 名 

27) クミラウ・リンダン・アバディ（KRA）炭鉱：1 名 

28) ファジャル・サクティ・プリマ炭鉱：1 名 

29) バラ・タバン炭鉱：1 名 

30) バラ・ムルティ・スクセス・サラナ炭鉱：1 名 

31) ムルティ・ハラパン・ウタマ（MHU）炭鉱：1 名 

32) アルヤ・ベヌア・エタム（ABE）炭鉱：1 名 

33) ラバニ・コルポリンド炭鉱：1 名 

④ 研修結果 

     地質条件、地表の地盤沈下、地表水の坑内への影響、採炭設備への水の影響、

投資と損益分岐点等、坑内掘り炭鉱技術の啓蒙普及を図る事が出来た。 

 

表 3.1-5研修実績一覧表 

研修項目 細目 内容 期間 受講者 

人数 

採

鉱 

技

術 

採鉱技術 長壁式完全機械

化採炭技術 

切羽設計、切羽管理技術の指導 １/22 4 

掘進機運転技術 ロードヘッダーの切削運転操作技術、サイドダン

プローダーの運転操作等の指導 

10/12～12/18 

10/11～12/3 

1/7～2/3 

1/7～2/16 

10 

9 

5 

11 

坑道掘進技術 先受けポカール方法、刎成る入れ、前突き、立前、

梁傾斜合わせ、切張り入れの直線化、枠締め上げ

の実施、水処理、枠担ぎ運搬等の現場実技指導 

パイプ延長指導 

10/12～11/20 

11/27～12/11 

1/7～2/16 

1/15～2/5 

58 

30 

30 

10 

掘進箇所トラフ

延長短縮、取替

え技術 

トラフ延長・チェーン短縮、取替え手順作業、ト

ラフ延長時の平行作業等の掘進現場実技指導 

10/16～11/20 

1/8～2/5、2/17 

15 

16 

運

搬

技

術 

坑内運搬技

術 

 

設備の操作技術 災害防止対策、作業者相互間の連絡、周囲の安全

確認、運転中の注意事項等、及び異常時の対処方

法等の BC運転操作技術について指導 

2/16～2/16    5 

設備の維持管理

技術 

PC 現場管理、故障復帰及び故障対策、構造、PC

点検マニュアル、点検ポイント、ボルト再締め、

チェーン短縮、油の管理、PC増設技術等の維持管

10/12～10/20  

10/14～10/21 

 

11 

6 

 



 

40 

理技術について指導 

運搬システム構

築技術 

揚炭設備の BC 設備計画、駆動部組み立て、フレ

ーム敷設、キャリア台取り付け方法、ベルト入れ

込み、アンカー柱打ち及びチェーン固定、不足部

品の現物合わせによる製作等の BC 運搬システム

構築技術について指導 

ベルトコンベアの保安装置整備及び取り付け接

続技術の指導 

11/12,13,27 

12/2～12/11 

1/11～1/22 

2/1～2/16 

2/17～2/18 

11/12～11/13 

11/27,11/30 

12/1～12/3 

12/10 

12/16～12/18 

1/18,1/20～1/22 

11 

11 

11 

11 

12 
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機

電

技

術 

 

 

 

機械技術 排水技術 

 

沈殿槽と本バックの 2槽バック作り、切り羽周辺

の水処理、溝割り、バック及びポンプ管理、湧水

量測定、自動運転、排水設備の余裕等について指

導 

11/9～11/10 

12/7～12/15 

3  

3 

各種機械の補修

技術 

エアーレバーの整備指導、掻寄減速機、第１及び

第２コンベア減速機等の整備、減速機の分解方

法、ベアリング、オイルシール、ギヤー類の判別

方法、減速機内部ギヤーの隙間調整、スプロケッ

トツース整備、油圧シリンダー整備等の RH 各種

機器の整備について実技指導 

10/19～10/21 

11/10～11/11 

1/11～1/25 

2/2～2/10 

2/17～2/18 

6 

6 

6 

6 

7 

各種機械の維持

管理技術 

RH走行クローラー取り替え、ドラム摩耗補修、第

1及び第 2コンベアフレーム整備、チェーン取り

替え、キャタピラ取り替え時の準備、コンベアフ

レーム肉盛り溶接、総点検及び予備品との取り替

え等の部分オーバーホール指導、各所の日常点

検、油圧シリンダー点検整備、8 連バルブシール

取り替え、8 連バルブ戻りラインの点検整備、油

圧タンクのエレメント点検清掃、ドラム取り替

え、冷却クーラー点検不足に依る 8連バルブへの

影響等の日々のメンテナンスについて指導 

11/13～11/17 

11/24～11/19 

11/27～12/9 

1/18～1/22 

2/8～2/12 

2/17～2/17 

13 

13 

13 

4 

4 

5 

電気技術 各種機器の補修

技術 

RH高速運転不能実技指導 

SDL運転不能の調査修理に関し実技指導 

中古品 15kw,55kw電磁開閉器、気中遮断器の内部

点検、整備、動作試験の実技指導 

10/13 

10/15～10/16 

10/20,11/6, 

11/16,11/20 

12/9,12/15,1/12 

2/8 

4 

3 

4 

5 

7 

3 

各種機器の維持

管理技術 

RH,SDLの操作箱の内部点検実技指導 

75KW電磁開閉器及び NFB 400Aの内部点検の研修

指導 

接地継電器維持管理技術指導 

インターロック管理技術指導 

10/14,11/5 

11/9 

11/11 

11/18～11/19 

2/5 

10 

8 

9 

8 

5 

電気設備設置技

術 

PC増設、操作切り替え方法、負荷の保護装置実技

指導 

動力、高圧ケーブル接続方法、仕様の実技指導 

掘進進行に伴い、電気系統計画指導 

10/19,10/21 

11/10,11/17 

12/11 

1/7,1/8 

1/11 

1/13～1/15 

1/19,2/1～2/4 

2/10 

7 

5 

5 

6 

5 

6 

5 

1 
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防爆技術 電気機器の保守管理指導 

防爆ケーブル布設・管理指導、 

本質安全防爆の技術指導 

10/13 

10/15～10/16 

11/16,1/25 

5 

5 

4 

保

安

技

術 

保安技術 

 

 

保坑作業技術 

坑道維持技術 

荷抜き、間枠入れ、当付け固め方法、切張入れの

直線化、整盤作業、バック座溝割り作り、足場台

作り、担ぎ方方法等を実技指導 

12/16 

11/11～12/4 

11/27～12/11 

2/18 

12/2～12/22 

12/15 

3 

31 

11 

 

7 

9 

救護隊技術 救急法指導員育成、救護隊指導員育成、酸素呼吸

器整備指導 

12/14 

2/1～2/3 

2/9～2/11 

24 

12 

12 

ウォンバット穿

孔機運転操作技

術 

穿孔機運転操作手順方法、ドリルロッド延長回収

方法等を実技指導 

1/12～/15 6 

通

気

技

術 

通気技術 通気管理技術、

通気網解析技術 

坑内通気管理技術指導 

 

12/18 3 

坑内各所のガス測定器のチェック、常設の受感部

調整及び、記録盤記入方法を指導 

12/9 

2/8 

1 

1 

炭

鉱

開

発

技

術 

炭鉱開発技

術 

鉱山設計技術、

探査測量技術 

坑道設計技術、トラバース測量技術（連絡・閉合）、

坑内測量技術、坑道センター（中心線）及び腰線

入れ技術、坑道断面測定、地質調査、目貫中心方

法出し等の指導 

11/6,12/7,11,16 

1/11 

12/8,15 

12/17,18 

1/8,11,12 

1/14,20 

10/13,20, 

11/11～11/13 

12/17,1/7～1/21 

10/19,21 

11/16,12/1～15 

12/10 

5 

 

10 

5 

5 

5 

9 

 

 

4 

9 

5 

先進ボーリング

技術 

据付台作りから機械組立て操作手順、穿孔、ロッ

ドの繋ぎ、回収法、メンテ方法（車軸油・給油）

等を指導 

2/2～2/5 

2/9～2/12 

2/15～2/17 

5 

5 

3 

選

炭

技

術 

石炭加工技

術 

各種機器のメン

テナンス技術向

上 

貯炭場にあるクラッシャー、ベルトコンベアと積

み出し港に設置しているベルトコンベアの点検

試運転の指導 

11/30 3 

東

カ

リ

マ

ン

タ

ン

研

修 

東カリマン

タン研修 

坑内掘り炭鉱技

術 

坑内掘り炭鉱技術の啓蒙普及 12/3 54 
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1.1.3 研修項目別目標と効果 

 

表 3.1-6研修項目別目標と効果 

研修項目 目的・目標 研修効果 

採

鉱

技

術 

 

長壁式完全機械

化採炭技術 

自走枠、ドラムカッターの切羽

管理技術（完全機械化）の向上

を図る。 

 

GDM炭鉱は炭層位置が浅く天盤下盤は弱い粘土岩であり、天盤崩

落、自走枠のめり込み対策、湧水対策、ガス対策の重要性等につ

て現状の掘進現場の状況に照らして説明・教育を実施して十分理

解を得た。［評価 4.3、達成率 85%］ 

掘進機運転技術 掘進機運転技術の向上を図る。 RHによる高・低速の手順方法、切削要領は習得した。SDL運転操

作による残硬流し、材料運搬手順方法等、斜坑掘進時の対応等を

習得した。［評価 4.5、達成率 90%］ 

坑道掘進技術 坑道掘進技術の向上を図る。 先受け、脚入れ、当付け等の各施枠作業でも、各作業員が安全で

効率の良い施枠技術を習得し、掘進能率が向上した。［評価 4.1、

達成率 80%］ 

掘進箇所トラフ

延長短縮、取替

え技術 

トラフ延長短縮、取替え技術の

向上を図る。 

トラフを下チェ－ンにスライドしての入れ込む延長方法、掘進現

場に適応したトラフ延長と詰の施枠作業の平行作業手順、トラフ

の直線化を理解し、能率よく安全に作業ができるようになった。

［評価 4.2、達成率 85%］ 

運

搬

技

術 

 

設備の操作技術 BC、PC操作技術の向上を図る。 

 

BC運転操作については、PC運転操作はすでに教育しており、基本

的には点検内容以外は同じで基本的なことは理解した。 [評価

点：4.5、達成率90%] 

設備の維持管理

技術 

PC、BC の維持管理技術の向上

を図る。 

PCの構造、名称等と点検マニュアル、点検方法指導を理解した。

下チェーン外れ、トラフ取り替え故障復旧対応時の技術が向上し

た。 [評価点：4.8、達成率 96%] 

運搬システム構

築技術 

南斜坑 BC 化計画、設置技術の

向上を図る。 

 

 

 

ベルトコンベア保安装置の役

割と維持管理を指導して技術

の向上を図る。 

南斜坑の BC計画及び BC新設指導を実施した。坑内 BC新設は初

めてで初歩的なことから指導を実施し、実際に現場でヘッド部、

駆動部、中間部、終端部の設置等の BC新設について理解し、基

礎的な技術を習得した。 [評価点：4.5、達成率 90%] 

ベルトコンベア保安装置の点検、整備を指導した。ベルトコンベ

ア保護装置の取り付け位置、接続方法の教育を行い、現場での接

続をしながら理解を得た。[評価点:4.1、達成率:80%] 

機

電

技

術 

排水技術 排水設備計画、水処理等の排水

技術の向上を図る。 

坑内の総湧水量は 15L/minと少量であるが、1目抜きの 2層バッ

クに集水してフロートによる自動運転とし、湧水量の増加に備え

2m3/minの排水能力を備えており、排水設備の余裕、水処理、バ

ック及びポンプ管理等の必要性を十分に理解した。 [評価点：

4.8、達成率 96%] 

各種機械の補修

技術 

設備の点検及び整備技術の向

上を図る。 

整備工場の研修生は元 FBS炭鉱経験者が数名おり、以前にエアー

レバー整備の指導を行っており、分解及び組み立てを再度指導す

ることにより十分に理解した。また、RH 各種減速機整備、スプ

ロケットツース摩耗の整備、油圧シリンダー整備等の技術につい

て理解した。 [評価点：4.8、達成率 96%] 

各種機器の維持

管理技術 

 

各種機器の点検整備方法、予備

品管理、故障対策等のメンテナ

ンス技術の向上を図る。 

前回からRH故障対策としてRHメンテナンス選任作業員を配置し

ており、今回で 2回目のオーバーホールに近い整備を指導し技術

の向上が見られた。日々のメンテナンス、保守管理、始業、終業

点検及び整理整頓を行うことで、後方に支障なく作業に掛かる事

が出来る事を今回の指導で理解した。今回の研修で基礎的なこと

は勿論様々な知識及び技能を取得した。 [評価点：4.6 、達成率

92%] 

各種電気機器補

修技術 

故障・事故記録の分析並びに対

策、故障防止対策等の指導を行

い技術の向上を図る。 

SDLが運転不能になったため制御盤の点検を行い、不良箇所を特

定し部品交換改善を行った事で管理手法が理解された｡[評価

点：4.0、達成率：80％] 
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各種電気機器の

維持管理技術 

日常点検及び定期点検方法､機

器の整備改善方法を指導して

技術の向上を図る｡ 

CH4・COガスセンサーの日常管理ケーブル布設延長を研修指導し

理解をえた。RH 及び SDL では振動その他の影響がないか操作箱

の内部端子・継電器類の弛み異常の有無を点検研修指導して理解

を得た。電磁開閉器のヒーター設定値の変更方法等研修指導し理

解をえた。ケーブル余巻の管理法とケーブル延長も研修指導し理

解を得た。[評価点：4.0、達成率：80％] 

電気設備設置技

術 

配電設備の計画及び設置工事

指導して技術の向上を図る。 

BCや PCの増設に伴い負荷を勘案し、150sqの電源ケーブル布設

接続・400A NFB 75KW の電磁開閉器の接続及び保護装置の設定

及び連動・単独の配線、起動・停止釦の取付け位置、操作方法等

研修指導し現場で使用して理解を得た。[評価点：4.1、達成率：

80％] 

防爆技術 防爆構造とその役割と維持管

理を指導して技術の向上を図

る。 

電磁開閉器や RH、SDLの制御盤等を点検する際防爆構造について

説明を行い、スリップリレーやガス警報器などに使用されている

本質安全防爆についても電流と電圧の制限回路を詳しく説明し

理解を得た。[評価点:4.4、達成率:90%] 

保

安 

技

術 

坑道維持（保坑）

技術 

荷抜き当付け、間枠入れ、切張

入れの直線化等の技術の向上

を図る。 

荷抜き当付け、切張入れの直線化、間枠入れ作業の実技研修によ

り基本的な維持管理技術を習得した。［評価 4.1、達成率 80%］ 

救護隊技術 救護隊技術、救急法技術の向上

を図る。 

救護隊訓練の事前準備に関する基礎的な知識を習得させた。救護

隊訓練（救急法、酸素呼吸器組立着装、歩行訓練）の実技を行い、

救護隊技術を習得させた。［評価 4.2、達成率 80%］ 

穿孔機ウォンバ

ット運転操作技

術 

穿孔機転操作ウォンバット運

転操作技術の向上を図る。 

穿孔機にストップバルブを取り付け、ドリルロッド延長回収が安

全に作業出来るようになり、作業能率・運転操作が向上した。［評

価 4.1、達成率 80%］ 

通

気

技

術 

通気管理技術 通気管理技術の向上を図る。 通気施設管理、漏風防止の重要性、通気改善等の基本的な知識を

習得させた。［評価 4.4、達成率 90%］ 

坑内各所のガス測定器のチェ

ック及び、記録板記入方法の向

上を図る。 

ガス測定の重要性について理解が進んだ。［評価 4.7、達成率 95%］ 

炭

鉱

開

発

技

術 

鉱 山 設 計 技術 

探査測量技術 

坑道設計技術の向上を図る。 

測量技術の向上を図る。 

巻き立て枠の分岐部等の形状が理解でき、傾斜に沿った脚材の寸

法算出法を習得した。 

トラバース測量及び坑道センター、腰線付けの技術の精度が向上

した。［評価 4.1、達成率 80%］ 

先進ボーリング

技術 

先進ボーリング技術の向上を

図る。 

据付台作りから機械組立て操作作業手順、メンテ方法（車軸油・

給油）等を習得した。［評価 4.1、達成率 80%］ 

選

炭

技

術 

石炭加工技術 各種機器のメンテナンス技術

向上を図る。 

貯炭場に設置しているクラッシャーと船積みに使用しているベ

ルトコンベアの点検及び試運転を指導し維持管理技術が向上し

た。［評価 4.0、達成率 80%］ 

東

カ

リ

マ

ン

タ

ン

研

修 

東カリマンタン

研修 

坑内掘り炭鉱技術の啓蒙普及

を図る。  

政府機関及び東カリマンタン州の炭鉱関係者を対象に坑内掘り

炭鉱技術の啓蒙普及を行った。［評価 4.0、達成率 80%］ 

全体評価  2014年 5月より坑内掘進を開始し、2016年 2月まで無災害で坑内展開をしていることは、研修

指導の成果が上がっていると評価できる。 
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・採鉱技術において､採炭、RH掘進、天井・側壁当付け、ピック切付け、刎成る入れ、バック堀作

り、溝割り、トラフ延長、チェーン短縮手順、RH 及び SDL の運転操作、硬流し及び整盤、材料運

搬、ルーフボルター運転操作等について座学及び実技指導を実施し技術の向上を図った。 

・運搬技術において､PC現場管理、故障復旧、PCトラフ延長、南斜坑 BC新設、BC保安装置の構造

及び動作試験、PC及び BCの設備計画、故障対策等の座学及び実技指導を実施し技術の向上を図っ

た。 

・機電技術において､RH及び SDL点検整備、排水管理、配線及び結線、配電計画、電気設備計画、

運転操作（各機器の作動確認調整）、坑内外で使用する機器の整備、維持管理、故障対策等のメン

テナンス技術について座学及び実技指導を実施し技術の向上を図った。 

・保安技術において､鉱山救護隊技術、鉱山救急法、坑道維持技術、坑内保安点検等について座学

及び実技指導を実施し技術の向上を図った。 

・通気技術において､風管管理技術等について実技指導を実施し技術の向上を図った。 

・炭鉱開発技術において､坑内設計技術、坑内測量技術（坑道中心、腰線入れ及び腰線誤差修正等）、

トラバース測量、地質調査、先進ボーリング技術、スライム解析法等について座学及び実技指導

を実施し技術の向上を図った。 

・選炭技術について、積み込み設備ベルトコンベア及びクラッシャーの運転操作等について実技

指導を実施し技術の向上を図った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

「評価」については「2. 技術移転状況の確認」を参照 
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1.2 西スマトラチーム 

 鉱物・石炭教育訓練センター（ETCMC）を基点として、ETCMCが選定した西スマトラ地区

のアライド・インド・コール・ジャヤ（AICJ）炭鉱等で座学研修及び現場実技研修を実施

した。 

1.2.1 AICJ炭鉱概要 

  AICJ 炭鉱は、ハイウォールの沿層部より坑口を設けていて斜坑方式である。 

炭鉱位置はパランバハンにあり、サワルント市から約 17kmである。 

採掘可能な層は B1,C1,C2である。 

炭層状況は、炭丈 1.5m～2.5m、深度 250m で断層がある。 

石炭は良質の瀝青炭であり 6,900kcalである。 

AICJ炭鉱（鉱区）位置を図 1.2-1に示す。 

現在は AIC坑と AICJ坑の 2区域より生産している。 

AIC 坑は石炭層のうち、B層と C層を柱房式採炭等で採掘していて、AICJ 坑は C層を沿 

層掘進で坑内展開している。 

 

出所：各種情報より MMR作成 

図 1.2-1 AICJ炭鉱位置図 
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図 1.2-2 AICJ炭鉱の AICJ坑と AIC坑の位置図 

 

(1) AICJ炭鉱の坑内計画概要 

第 1斜坑は坑口より 200m進んだ位置より炭層傾斜がきつくなり、西側に約 50°の向き 

に坑道方向を変えて偽傾斜で掘進する計画に変更し現在坑内展開中である。 

第 1斜坑にはベルトコンベヤを設置し揚炭坑道とし、第 2斜坑は材料運搬坑道とする計 

画である。図 1.2-3に 2015年 12 月 30日時点の坑内掘進実績図（青色の部分）を示す。 

AIC坑 

AICJ坑 
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 図 1.2-3 AICJ坑の B層の坑内展開計画図 

 

(2)生産 

表 1.2-1に AICJ 炭鉱生産量推移表（年別）を示す。                           

     表 1.2-1 AICJ炭鉱生産量と負傷者数の推移表（年別）（原炭 t、負傷者数 人） 

年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 

全体 

生産量 

42,980 49,603 13,638 26,344 26,126 

坑内掘 

生産量 

10,051 6,538 2,630 12,912 18,633 

負傷者数 0 0 0 1 0 

 

1.2.2 研修項目別事業実績 

(1)採鉱技術 

1) 長壁式半機械化採炭技術指導 

① 研修箇所 

・研修室、AICJ坑坑内 

② 研修内容 

・AIC坑の採炭箇所において、天井空間が 4m以上に広げて採掘する場合は落盤の危険が 

第 1 斜坑 

第 2 斜坑 
扇風機坑道 

採炭メーンゲート 

偽傾斜斜坑 
採炭テールゲート 
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あるので空木組みを千鳥に組むよう指導し、採炭現場における先受け法についても指 

導した。 

・鉄柱カッペの施枠方法、天盤亀裂発生法、支柱密度計算法、傾斜がある場合の立柱法、 

鉄柱回収作業の注意点等を指導した。   

③ 研修結果 

・AIC 坑の採炭切羽において空木組みの基準を徹底することになり、落盤防止のため先

受け方式の天井支持の有効性を理解させた。 

 ・鉄柱カッペ採炭の施枠、鉄柱支持力、カッペの天盤密着等の基本的な事項は理解さ 

せた。 

 

2)沿層掘進技術指導 

① 研修箇所 

・研修室、AICJ 坑坑内 

② 研修内容 

・AICJ坑の掘進箇所において図 1.2-4に示す先受け方式による掘進の徹底を強く指導す 
ると共に、作業員同士でやり方を教え合うこと、断層箇所における石炭の割れる音に注 
意し、当付け強化すること、特に側壁当付けの強化を指導した。 

 

 
図 1.2-4  先受け方式掘進の指導 

③ 研修結果 

・AICJ坑において再度作業員に先受け方式掘進の重要性について教育し、状況により当

たり付けの強化、特に側壁に当付けする成木を増やすことになった。 

 

残炭の足場 

側 面 図 

正 面 図 

平 面 図 

吊り下げチ

ェーン 

残炭の足場 

先受け材 
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(2) 運搬技術 

BC維持管理指導 

①研修場所 

・AIC坑C層ベルト坑道 

②研修内容 

・BC終端プーリー片寄り程度のチェック及び修正指導として、ターンバックルでのベル 
トの修正の仕方を指導した。（ 

・BCフレームの直線化でベルトの片寄り防止対策を指導した。 
③研修結果 
・ベルトの片寄りをフレームの直線化、水平化、キャリアローラーでの修正、リターン
ローラーのブラケットでの修正等の指導で片寄りの防止ができた。 

 

(3) 機電技術 

1）ロープリフトハンドル、割ドラム、基礎金物等製作指導 

① 研修場所 

・AICJ 坑、整備工場 

② 研修内容 

・割ドラムの製作指導をした。ロープ受け部の外周は日本のメーカーで曲げ加工した。 
直径 500mmの側板を溶接し、締付けブラケット板を 50mm×150mmに加工し、穴は直径 

19mmで開けて 16mmボルトを使用。 
  今回はドラムの摺り合わせをしてホイストドラムと割ドラムを総ネジボルトで締めた。 

回り止め用の丸鋼を溶接し作業がスムーズに出来るよう座金等を使用して調整し、割 
ドラムを締めつけロープリフトの駆動部は完成した。 

・坑内ホイスト基礎コンクリート作りのベッド製作を指導した。 

ベッド・仮り架台を製作し、坑内でのホイスト重量基礎の簡単な設置方法を指導した。 

③ 研修結果 

 ・割ドラムの製作は、現物を見ながらの製作はできるようになった。 

 

2) 電気設備メンテナンス技術指導 

① 研修場所 

・AICJ 坑内外 

② 研修内容 

a.30kw ポンプ電動機技術指導 

 ・電動機、電磁開閉器等の絶縁測定、電気室からポンプまでの電源ケーブル長によって 

起こる電圧降下の計算法等を指導した。 

 ・30kwポンプの起動方法として、デルタ、スター方式の起動方を指導し、起動盤の製作 

技術を指導した。 

b.75kw 主扇リアクトル起動盤故障探求技術指導 

  ・75kw主扇運転不能の為、故障探求技術の指導を実施した。 

1次側電源、2次側電源、リアクトル起動盤内の各小型機器の点検、内部配線、操作 

回路配線等の調査技術を指導した。 

  ・主要扇風機試運転、電動機回転方向切替え技術を指導した。 
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 c.300kwリアクトル起動盤技術指導 

  ・日本で使用していた 300kwリアクトル起動盤の紹介を行い、配線図を基に動作及び機

能等の説明をし指導した。 

 d.電気保護装置についての技術指導 

  ・ノーヒューズブレーカー、サーマルヒーター、オーバーロードリレー等の機能、動作、 

電流設定等の技術を指導した。 

e.ロープリフト用防爆リミットスイッチの整備技術指導 

  ・ロープリフトに使用する引き釦に転用する為、リミットスイッチの内部接点の変更、

動作レバーのインターロックカムの変更等を行い、ロープをつけて引き釦として使用

できるように指導した。 

  ・ロープリフト用、坑内各機器の配置、及び信号の動作、操作ケーブルの接続等の指導 

をした。（図 1.2-7参照） 

 

ＡＩＣＪ炭坑第一斜坑坑道ロープリフト機器配置図

ロープリフト運転操作回路

切回路

共同

入回路

ロープ

昇降用金具

運転

スイッチ

緊急停止

スイッチ

入 切

入 切

入切

停止

スイッチ

運転

スイッチ

停止

スイッチ

運転

スイッチ

停止

スイッチ

  
 図 1.2-7 ロープリフト坑内機器配置図及び結線図           

 f.防爆遮断器整備技術指導 

  ・遮断器の分解を行い、各機器の機能、動作等の説明を行い、補修整備技術を指導した。 

 g.小型水中ポンプ整備技術指導 

  ・小型水中ポンプの分解、起動コンデンサーの測定、コンデンサーの良否判定、ロータ 

ーコイル、ステーターコイルの導通テスト、絶縁測定等の補修整備技術を指導した。 

h.坑内防爆照明機器整備技術指導 

  ・防爆照明機器の分解、内部配線及びリードケーブルの接続、ケーブルベルマウス部の 

取付け要領等を指導した。 

 i. 高圧真空遮断器（Ｖacuum Ｃircuit Ｂreaker）整備技術指導 

  ・高圧真空遮断器の内部機器の機能説明、高圧真空遮断器投入機構の動作説明を行いメ 

ンテナンス整備技術を指導した。 

j.ベルトコンベア非常切り故障探求技術指導 

  ・ベルトコンベア非常切り故障の調査要領等を指導した。 

起動盤での動作テスト、運転操作ボタン、非常切りスイッチ、非常切りケーブル接続 

部、操作ケーブルの導通テスト等の調査技術を指導した 

 k.停電故障復旧作業技術指導 

  ・下部電気室 20kv/380vトランス、上部電気室 20kv/6kvトランス、6kv/380vトランス、 

20kv架線ケーブル、6kv高圧ケーブル、高圧 VCB遮断器等のケーブルを解線し、絶縁 
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測定、導通テストを実施し、不具合箇所の調査技術等を指導した。 

 ・20kv 高圧ヒューズのケースが無い為、類似品を使用して製作技術を指導した。 

 ・上部電気室 20kv/6kvトランス不良の為、下部電気室トランスを上部電気室に移設し 

た時の、トランス容量、負荷計算、移設時の作業要領等の技術を指導した。 

l.防爆電磁開閉器整備技術指導        

・電磁開閉器を分解し内部機器の機能、動作等の説明を行い、補修整備技術を指導した。 

m.小型水中ポンプ用電磁開閉器製作技術指導 

・小型水中ポンプ用の電磁開閉器の製作技術を指導した。    

・ベルトコンベア電動機、運転起動盤点検、電動機電圧切り替え可能、運転起動盤は電 

圧切り替え不可能、電圧切り替えた時の、2次側ケーブル容量、ケーブルの布設直し、 

ケーブル接続直し等を指導した 

n.トランス据え付け技術指導 

・トランス（20KV/400V）の据え付け要領等を指導した、トランスの水平レベル調整、 

アース母線接続部の補修要領、1次、2次ケーブルの布設要領（ケーブル三つ叉の方

向）、トランス屋外設置の為、屋根を取り付けるように指導した。 

  ・20kv/400v トランス、ケーブル接続状態、1次側及び 2次側ケーブル三つ叉及び取付 

け状態(雨対策),接地線取り付け状態,トランス温度検出器（警報温度 85°,トリッﾌﾟ

温度 95°）、架線上の避雷検出器取替えと各所電動機の回転方向変換時の要領等、

扇風機、ポンプ運転時及び運転前の諸注意事項、扇風機運転後、ガス排除出来るま

では、坑内送電禁止指示等指導した。 

③ 研修結果 

a.30kw ポンプの絶縁測定等の作業、ポンプの起動方法を理解し、デルタ、スター方式の

起動盤を制作、電源、電動機を接続して試運転迄できるようになり、2次側ケーブル

を延長して長くなった時の電圧降下の算出方法を理解した。 

b.75kw リアクトル起動盤の基本的な故障探究方法、電源回路、操作回路等を理解し点検

はできるようになり、主要扇風機試運転、電動機回転方向切替え技術を習得した。 

c.300kw 起動盤の機能、動作、操作回路も理解した。 

d.NFB,サーマルヒーター、オーバーロードリレー等、保護装置の機能、動作、電流設定

も理解して、電流調整等設定できる様になった。 

e.ロープリフトの機器配置、信号操作回路、信号用リミットスイッチの整備作業等を理 

解習得した。 

f.防爆型遮断器の基本的な分解補修整備が出来るようになった。 

g.小型水中ポンプの分解整備技術も理解し整備できるようになった。 

h.高圧真空遮断器（Ｖacuum Ｃircuit Ｂreaker）の整備に関しても、基本的な整備技術

を習得した。 

i.停電故障復旧作業技術では、20kv、6kvの高圧電圧の作業である為、慎重に作業を進 

めるように指導し理解させ、機器、ケーブル等の測定などスムーズに作業は進んだ。 

j.防爆電磁開閉器の補修整備技術を習得した。 

k.小型水中ポンプの電磁開閉器の製作技術を理解し順調に電磁開閉器を作成することが

出来た。 

  l.ベルトコンベヤの電圧切り替え運転について理解した。 
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 (4) 通気技術 

1) 通気網解析技術指導 

① 研修場所 

 ・研修室 

② 研修内容 

  ・AICJ炭鉱の主要通気法として 30kw扇風機 2台を並列にして主要扇風機にした場合の 

通気網解析について指導し、通気回路網解析技術の基礎を指導し解析の演習を実施し 

た。 

 ・AICJ 炭鉱の主要扇風機設置の解析技術を指導し、火災発生時の通気回路網解析等の応 

用技術を指導した。 

③ 研修結果 

・主要扇風機の設置に際し、事前にシュミレーションする重要性を再認識した。 

・通気回路網解析技術の基礎を理解した。 

 ・AICJ 炭鉱に設置予定の主要扇風機に係る通気網解析を通じ、主要扇風機設置の重要性 

を再度認識し、合わせて坑内火災時の火災シミュレーション法を理解した。 

 

(6) 西スマトラ研修 

1) 現場技術指導 

① 研修場所 

 ・ETUUM、AICJ 炭鉱 

  ②日時 

  ・2015 年 12 月 10日 

 ③カリキュラム内容 

 ・通気技術、運搬技術、機械技術、電気技術 

④ 受講者人数 

 ・15 名（西スマトラ地区にある近隣炭鉱技術者、次表 1.2-2参照） 
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表 1.2-2 西スマトラ研修参加者名簿 

No 名前 会社名 職種

1
NASRAN
アルマン　シャリフ

PT. BUKIT ASAM
ブキト　アサム　株式会社

炭鉱保安課長

2
NILVA YANTI, A.Md
ニルファ　ヤンティ

PT. ALLIED INDO COAL JAYA
アリエド　インド　コール　株式会社

炭鉱保安技術長

3
WENDI SAPUTRA, A.Md
ウェンディ　サプトラ

PT. DASRAT SARANA ARANG SEJATI
ダスラト　サラナ　アラン　セジャティ　株式会社

炭鉱保安技術長

4
YOGI RIFENTA, A.Md
ヨギ　リフェンタ

PT. DASRAT SARANA ARANG SEJATI
ダスラト　サラナ　アラン　セジャティ　株式会社

操業担当者

5
ZULKARNAEN
ズルカルナエン

CV. BARA MITRA KENCANA
バラ　ミトラ　ケンチャナ　有限会社

炭鉱保安技術長

6
ANDRO ROBBY
アンド　ロビー

CV. BARA MITRA KENCANA
バラ　ミトラ　ケンチャナ　有限会社

環境安全衛生

7
SUTAN BATARA OLOAN SIREGAR
スタン　バタラ　オロアン　シレガル

CV. BARA MITRA KENCANA
バラ　ミトラ　ケンチャナ　有限会社

操業担当者

8
GUNDAR　DAVIDSON
グンダル　ダピッドソン

CV. MIYOR
ミヨル　有限会社

炭鉱保安技術長

9
ANDI SABDIKA, A.Md
アンディ　サブディカ

CV. MIYOR
ミヨル　有限会社

操業担当者

10
HERMANSYAH PUTRA, A.Md
ヘルマンシャフ　プトラ

CV. PSPN
PSPN　有限会社

操業担当者

11
AFIF EFRIN, A.Md
アフィフ　エフリン

CV. CBP
CBP　有限会社

炭鉱保安技術長

12
SYAHRIL GUSTI
シャフリル　グスリ

CV. CBP
CBP　有限会社

炭鉱保安技術長

13
ANDI ASWARMAN
アンディ　アスワルマン

CV. TAHITI COAL
タヒティ　コール　有限会社

炭鉱保安技術長

14
ZUL AFRIYON, A.Md
ズル　アフリヨン

CV. TAHITI COAL
タヒティ　コール　有限会社

炭鉱保安技術長

15
NOVIANA　ANGGI
ノビアナ　アンギ

PT. DASRAT SARANA ARANG SEJATI
ダスラト　サラナ　アラン　セジャティ　株式会社

操業担当者

　
坑内炭鉱保安技術研修参加者名簿

 
⑤ 研修の主旨・目的 

 ・西スマトラ地区の坑内掘り炭鉱の技術者等に日本の坑内掘り炭鉱技術を指導し、坑内

掘り炭鉱の保安・生産確保に資する。 

⑥ 研修内容 

・通気技術として主要扇風機の設置計画、採鉱技術として完全機械化採炭法、保安技術

として鉱山救護隊の酸素呼吸器概要、選炭技術として手選、炭鉱開発技術として坑道

展開の重要性について指導した。 

・運搬技術について、ベルトコンベヤと逸走防止器技術等を指導した。 

・機械技術として流体継手メンテナンス技術を指導した。 

・電気技術について感電防止、アース接続等を指導した。 

          

  写真 1.2-1  西スマトラ研修開講式                 写真 1.2-2  西スマトラ電気災害研修指導 

⑦ 研修結果 

 ・通気技術に関してメタンガスに対する処置に関して質問があり、その回答について理 

解したので坑内炭鉱技術について理解が深まった。  
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(7) ワークプログラム 

1) 技術指導  

① 研修場所 

 ・ETCMC 会議室 

 ②日時 

 ・2015年 10月 8日（採炭技術、掘進技術）、2015年 10月 9日（炭鉱開発技術） 

 ③カリキュラム内容 

 ・採炭技術、掘進技術、炭鉱開発技術 

⑥ 受講者人数 

 ・10 月 8日 13 名、10月 9日 8名（表 1.2-3参照） 

表 1.2-3 ETCMCワークプログラム研修参加者名簿 

NO 名前 10月8日受講 10月9日受講

1 ソフヤン ○ ○

2 ドナル ○ ○

3 ランガ ○ ○

4 ラメリヤ ○ ○

5 イブラヒム ○ ○

6 ザネスカヤ ○

7 クンスル ○

8 アシアン ○

9 アリフ ○

10 ロミ ○

11 アド ○

12 エファ ○

13 アグス ○

14 ウィデア ○

15 スヤンディ ○

16 スダルマワン ○

合計 13名 8名

 

 ⑤研修の主旨・目的 
 ・ETCMC において、ETCMCの職員に日本の坑内掘り炭鉱技術を指導し、坑内掘り炭鉱の知

識を深化に資すること。 

⑥ 研修内容 

・池島炭鉱の採炭技術、掘進技術についてビデオ視聴等を活用して指導した。 

・採炭技術は自走枠支保の基礎、掘進技術は発破の注意点と鋼枠について指導した。 

・炭鉱開発技術は閉山した炭鉱の再開発の困難性について指導した。 

 

⑦ 研修結果 

・炭鉱開発について一度閉山した坑内掘り炭鉱を再開発することに関して理解が深まっ

た。 
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表 1.2-4研修実績一覧表 

研修項目 細目 内容 期間 受講者 

人数 

 

採

鉱 

技

術 

採鉱技術 長壁式半機械

化採炭技術 

・採炭箇所における空木組み、先受け法、長壁式

採炭導入の問題点、鉄柱カッペ採炭等指導 

11/10～12/22 

2/11 

6 

沿層掘進技術 ・先受け方式掘進法、断層箇所の掘進法、側壁当

付け強化、ロックボルト技術、沿層坑道の石炭

搬出法改善、ターンテーブルの使用・設置法、

木材支保設計等指導 

10/21 

11/16～12/23 

1/15～2/10 

15 

運 

搬 

技 

術 

運搬技術 6×19 ワイヤ

ーロープの本

継ぎ技術 

ローププライス座学、実技指導（ワイヤーの径で

差込長さ、ストランドの寸法取り、ストランドの

バラシ方、ロープをかみ合わせ、芯綱の抜き方、

ストランドの編み方、ロープの長さが違うなど条

件に変化を付け指導）台付けロープ製作、ロープ

巻き取り時のロープ点検方法指導 

11/27  

1/20～2/17 

41 

BC 維持管理

技術 

ベルト管理の重要性、フレームの直線化、スタン

ドの水平化、ヘルメットの打ち方、終端での片寄

り防止、リターンローラーの修正等で片寄り防止

対策と実技指導、ベルト片寄に依る摩擦熱での坑

内火災防止、長期間停止後の再運転方法等指導 

10/16 

11/11～12/23 

1/11～2/15 

34 

機

電

技

術 

機械技術 ロープリフト

ハンドル・割

りドラム・基

礎金物等の製

作技術 

ロープリフト設置に必要な部材の製作加工で割

ドラムの役割を指導。製作工程で締めつけブラケ

ット加工のやり方・ドラムの締め代や溶接範囲等

指導、ロープクリップハンドルの製作、ホイスト

基礎金物ベッド製作、設置簡素化のための仮り架

台製作、割ドラムのホイストに取付け等指導 

10/20 

11/11～12/23 

1/11～1/18 

30 

電気技術 電気設備メン

テナンス技術 

・30kwモーター及びスイッチの点検、メンテナン

ス、75kw主扇リアクトル起動盤故障探求、30kw

ポンプモーター、ケーブルの電圧降下計算、

300kwリアクトル起動盤操作回路等指導 

・サーマルヒーターの動作、防爆リミットスイッ

チ分内部接点等変更整備、ロープリフト信号操

作ケーブル接続、防爆スイッチの動作テスト、

防爆遮断器の補修整備、水中ポンプ補修整備、

停電復旧送電要領、停電作業時の注意事項、作

業要領、水中ポンプ用電磁開閉器製作、高圧ヒ

ューズ取替え要領、30kwポンプスターデルタ起

動盤接続試運転等指導 

・30kwポンプ電動機、開閉器絶縁測定メンテナン

ス、揚炭ベルト非常切り故障探求、電気室 20kv

トランス、ケーブル絶縁測定、6kv 高圧ケーブ

ル解線絶縁測定、トランス故障復旧対策、トラ

ンス移設時の要領、トランス作業時のケーブ

ル、機器、ＮＦＢ接続指導 

・停電復旧時の坑内ガス排除後のポンプ運転方法

指導 

・ベルトコンベア電動機電圧変更検討、電動機、

起動盤点検調査指導 

・トランス取替に伴い、電源配電盤の製作、内部

機器取付け、リードケーブル製作、盤内ケーブ

ル接続、電源３回線布設、配電盤表示取付け、

高圧ヒューズ（ホルダー付き）取替え等指導 

10/13～10/21 

11/9～12/23 

1/11～2/18 
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・ベルトコンベアの電動機電圧変更時の諸条件他

を指導 

・トランス、ケーブルの接続状態、接地線の接続

状態、避雷器の取替他指導 

・主要扇風機試運転、トランス取替え作業の改善

作業 

・30kw ポンプ接続、BC 電源ケーブル敷設要領指

導 

通

気

技

術 

通気技術 通気網解析 ・30kw 扇風機並列式主要扇風機の通気回路網解

析、通気回路網解析技術の基礎、応用等指導 

11/19 

1/28～1/29 

4 

西

ス

マ

ト

ラ

研

修

指

導 

通気技術 通気管理技術 ・主要扇風機の選定設置指導 12/10 15 

採鉱技術 採炭技術 ・完全機械化長壁式採炭法指導 12/10 15 

保安技術 救護隊技術 ・酸素呼吸器の構造指導 12/10 15 

選炭技術 選炭技術 ・手選指導 12/10 15 

炭鉱開発技

術 

鉱山設計技術 ・幹線坑道の早期展開の重要性指導 12/10 15 

運搬技術 ・高架 BC駆動

部計画技術 

・日本式斜坑

函逸走防止設

備     

・BC片寄り修

正技術 

・BCを布設する傾斜の許容範囲、動力計算、張力

計算から基礎重量、高架構造物のレイアウト指導 

・作動概念設備の概要、坑内設置の仕方状況、落

下試験、設備の維持管理の重要性指導 

 

・主に BC中間部の片寄り修正指導 

12/10 15 

機械技術 流体継手メン

テナンス技術 

・メンテナンスの要所勘所について分解、洗浄、

点検、組立等で注意すべき点等指導 
12/10 15 

電気技術 感電防止技術 感電時、体に流れる電流及び状況、感電防止対策、

電気機器接地の必要性、接地方法及び接続方法指

導 

12/10 15 

ワ

l

ク

プ

ロ

グ

ラ

ム

指

導 

採鉱技術 採鉱技術 ・自走枠支保の基礎指導 
・発破災害の防止の基礎指導 

10/8 13 

炭鉱開発技

術 

炭鉱開発技術 ・閉山坑内掘り炭鉱の再開発指導 10/9 8 
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1.2.3 研修項目別目標と効果 

表 1.2-5研修項目別目標と効果 

研修項目 目的・目標 研修効果 

採

鉱

技

術 

 

 

長壁式半機械化

採炭技術 

・採炭箇所における空木組みの

重要性を理解させる。 

・採炭現場における先受け法に

ついて理解させる。 

・長壁式半機械化採炭導入の問

題点を理解させる。 

・鉄柱カッペ採炭の基礎を理解

させる。 

・空木組みは基準に従い実施することの重要性を理解した。 

 

・採炭現場でも先受け方式が天井支持に有効なことは理解した。 

 

・以前より継続して指導しているが設備面、人材面、自然条件等

から半機械化採炭の導入えを検討することになった。 

・施枠、鉄柱支持力、カッペの天盤密着等の基礎的な事項は理解

した。 

[評価 4.2、達成率 84％] 

沿層掘進技術 ・先受け方式の優位性を理解さ

せる 

・断層箇所の掘進法を理解させ

る。 

・側壁当付け強化の重要性を理

解させる。 

・ロックボルト技術の考え方を

理解させる。 

・沿層坑道の石炭搬出法を改善

する。 

・ターンテーブルの使用につい

て理解させる。 

・木材支保設計を理解させる。 

・以前に強く先受け方式を指導したが、早期天井支持のため、先

受け方式掘進箇所が増えた。 

・断層箇所における石炭の割れる音に注意し当付け強化するよう

になった。 

・側壁に入れる成木を増やすことになった。 

 

・ロックボルトについては、設備面の問題があり検討のみするこ

とになった。 

・風管補修による風量確保で環境を改善し、運搬人員は採掘と分

けることを検討することとなった。 

・坑道入口にターンテーブルを設置して炭車方向替えすることを

検討することとなった。 

・木材支保設計の基本的な事項は理解させた。 

[評価 4.0、達成率 80％] 

機

電

技

術 

運搬技術 ・ロープリフト設置に伴う附属

部品と基礎作りの架台等の製

作をさせる。 

・ロープリフト割ドラムの製作はドラムの側板製作から締めつけ

ブラケットの製作取付けロープ溝の肉盛溶接、割ドラム製作は習

得した。ロープクリップは図面と現物を見て製作できた。 

 

電気技術 ・30kwポンプモーター及びス 

イッチの点検方法、メンテナン 

ス技術を理解させる。 

・ケーブル延長時の電圧降下電 

圧電流計算方法を習得させる。 

・75kw 主扇リアクトル起動盤

の故障探求技術を理解させる。 

また、日本で称していた 300kw

リアクトル起動盤の機能動作

も習得してもらう。 

・サーマルヒーターの等の保護

装置の動作機能、電流設定等を

習得させる。 

・ケーブル接続部の管理及びメ

ンテナンス技術を習得させる。 

・30kwポンプ、スイッチの点検技術を習得し、今後もメンテナ

ンスを続けていく事になった。 

 

・ポンプ電源ケーブルを延長した時の電圧降下、電流等の計算方

法も理解し習得した。 

・75kwリアクトル起動盤の故障調査要領を指導し、理解した。

300kwリアクトル起動盤の機能動作も理解出来た。 

 

 

 

・電気設備の保護装置の機能動作も理解し、電流設定等も出来る

ようになった。 

 

・坑内、坑外でのケーブル接続部の管理メンテナンス技術も理解

し、屋外での接続部では、雨よけ等の処置をするようになった。 
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・ロープリフトに関する機器、

信号操作等ん技術を習得させ

る 

・坑内防爆機器の補修整備技術

を習得させる 

 

・小型水中ポンプ補修整備技術

を習得させる 

 

 

・電磁開閉器製作技術を習得さ

せる 

 

 

・高圧機器、高圧ケーブルの維 

持管理方法、作業要領等を習得 

させる 

 

・停電作業時の注意事項、作業

要領等を習得させる 

・揚炭ベルト非常切り故障探求

技術を習得させる 

・日常での電気機器、ケーブル

のメンテナンス 

・整理整頓の必要性、重要性を 

理解させる 

 

・停電復旧時の坑内ガス排除後

のポンプ運転方法 

・トランス取替に伴い、電源配

電盤の製作、内部機器取付

け、リードケーブル製作、盤

内ケーブル接続、電源３回線

布設、配電盤表示取付け、高

圧ヒューズ（ホルダー付き）

取替え方法等を理解習得さ

せる。 

・ベルトコンベア電動機電圧変

更時の、諸条件等を理解させ

る。 

・トランス接続状態、接地線の

取付状態、避雷器の取替他を

理解習得させる。 

・電気配線図の記号、見方等を修得し少しずつではあるが図面を

書くようになった。 

・ロープリフトに関する防爆リミットスイッチの引き釦に引用技

術、坑内各機器の配置、信号操作ケーブルの接続等を理解した。 

・坑内用防爆遮断器、電磁開閉器等の基本的な補修整備技術を習

得した。内部の各小型機器の詳細な部分はこれからも指導してい

く。 

・小型水中ポンプの補修整備技術に関しては、起動コンデンサー

の測定、ローターコイル、ステーターコイルの絶縁測定等の技術、 

モーター内部に湿気また、水混入じの処理方法等の技術を習得

し、実行に移している。 

・小型ポンプ用電磁開閉器製作技術、30kwポンプ電磁開閉器製

作技術、30kwポンプスターデルタ起動盤製作技術等を指導し、

構造、動作、回路等を理解し､電磁開閉器を製作出来るようにな

った。 

・高圧トランス、高圧遮断器、高圧ケーブル等の絶縁測定、測定

に関しての注意事項等を理解修得させた上で、常に自分の身は自

分で守る事を理解させ、送電禁止、検電器、アース落とし作業等

を実施して、作業に掛かるようになった。 

・停電作業時の注意事項、作業要領等理解習得した。 

 

・揚炭ベルトコンベアの非常切り故障探求技術、故障調査要領等

を理解して作業出来るようになった。、 

・日常での電気設備、ケーブルのメンテナンス技術を理解し、各

所巡回時の点検及び定期的な点検を実施する考えになった。 

・整理整頓の必要性、重要性を理解し、電気室内の不要機器、ケ

ーブル等の整理整頓を自主的に行うようになった。 

整理整頓に関しても以前より指導してきたがまだまだ浸透して

いない。 

・停電復旧時のガス排除、ポンプ運転要領等を理解した。 

 

・トランス取替え作業に伴う諸作業を理解し、自主的に作業を実

施出来るようになった。 

 

 

 

 

・ベルトコンベアの電動機電圧変更の諸条件等を理解した。 

 

 

・トランスの接続状態、接地線の接続状態、避雷器の取替他も理

解し作業も実施出来た。 

 [評価 4.3、達成率 86%] 

通

気

技

術 

通気網解析技術 ・30kw 扇風機 2 台並列式主要

扇風機の妥当性を検証させる 

 

・通気網解析技術の基礎を理解

させる。 

・AICJ 炭鉱説値予定の主要扇

風機の通気解析法及び火災時

の通気シミュレーション技術

を理解させる。 

・以前より、種々の扇風機について通気回路網解析を指導したが、

AICJ 炭鉱の将来計画に合う扇風機の選定判断が通気網解析技術

を通じて出来るようになった。 

・通気網解析ソフトの演習を通じ通気解析の基礎的な理解が進ん

だ。 

・AICJ 炭鉱の主要扇風機設置後の坑内管理の重要性特に鼓動断

面の確保が重要なことを再認識させると共に、火災時のシミュレ

ーションの解析法を理解した。 

[評価 4.1、達成率 82％] 
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西

ス

マ

ト

ラ

研

修

指

導 

通気技術 ・主要扇風機の選定設置の基礎

を理解させる。 

・主要扇風機の選定・設置についての概略は理解できた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

採鉱技術 ・完全機械化長壁式採炭法の基

礎を理解させる。 
・完全機械化長壁式採炭法の基礎について概略は理解できた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

保安技術 

 

・酸素呼吸器の構造の基礎につ

いて理解させる。 
・酸素呼吸器の構造について、その基礎は概略は理解できた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

選炭技術 ・手選の基礎について理科させ

る。 
・手選について、その基礎は概略は理解できた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

炭鉱開発技術 ・幹線坑道の早期展開の重要性

を理解させる。 
・坑内展開を急ぐことが重要であり、基礎的な事柄は理解できた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

運搬技術 ・BC を布設する傾斜の許容範

囲、高架構造物の高さ設定につ

いて理解させる。 

・日本式斜坑函逸走防止設備の

把握をさせる。 

・主に BC 中間部の片寄り修正

の仕方を理解させる。 

・BC の積換え付近の傾斜、送炭されて行く後方での傾斜の差異

から BC高架構造物の高さ決めなど理解された。 

 

・AICJ2斜坑実物見学にて、函の揚げ下げ共に作動さす原理構造

などが理解できた。 

・片寄り修正に必要な工具、測定機器が概ね理解した。 

[評価 4.2 、達成率 84％] 

機械技術 ・長期にトラブル無く使えるメ

ンテナンスについて理解させ

る。 

・メンテナンスとは如何に復元して行くかの工夫が必要で、その

考え方は理解させた。 
[評価 4.2、達成率 84 ％] 

電気技術 ・感電災害事故時に体に流れる

電流及び状況等を理解させる 

・感電防止対策について理解さ

せる 

・電気機器の接地方法を理解さ

せる 

・感電災害事故が起きないように、機器、ケーブルの取り扱いに

注意して、湿気等を出来るだけなくすよう考えるようになった。 

・感電防止対策で機器にアース線を取り付ける意識が向上した。 

 

・電気機器の接地方法等の質問も有り、意識が向上した。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

ワ

ｌ

ク

プ

ロ

グ

ラ

ム

指

導 

採鉱技術 ・機械化採炭技術及び掘進技術

の基礎知識を理解させる。。 

・自走枠の支保技術及び発破掘進の災害防止技術の基礎を理解し

た。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

炭鉱開発技術 ・坑内掘り炭鉱の再開発の困難

性を理解させる。 

・閉山した坑内掘り炭鉱の再開発は非常に難しいことを理解し

た。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

全体評価 坑内掘の生産量は研修を開始した 2013 年から 2015 年まで着実に増加していることは研修指導

の成果が上がっていると評価出来る。 

負傷者については、2014 年に 1 件発生したが、これは坑内の掘進箇所において、不安定な足場

が原因による負傷であり、この種の負傷をなくすため、2014 年から先受け掘進法を強く指導し、

2015年は負傷者が発生しなかったことは研修指導の成果が上がっていると評価出来る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

「評価」については「4. 技術移転状況の確認」を参照。 
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1.3 選炭環境保安普技術普及・促進チーム 

 

1.3.1 研修箇所別事業実績 

 

選炭環境保安技術普及・促進について、以下の項目を指導することを目標とした。大学

及び関連機関等を訪問して研修を実施した。 

 ・保安技術 

    重大災害防止技術指導 

(坑内火災防止技術、ガス炭じん爆発防止技術、自然発火防止技術) 

災害事例教育指導 

通気保安技術 

    通気技術指導 

   炭鉱開発技術 

   機電保安技術 

    機械電気設備管理技術 

  ・選炭技術 

   選炭工場管理技術 

   排水管理技術 

上記について、インドネシア共和国鉱物･石炭教育･訓練センターの指定した大学におい

て、研修カリキュラムを作成、保安技術研修を実施した。研修においては、研修初めにア

ンケートを実施し、研修生のバックグランドを知ることにより、研修内容の調整を図った。

研修終わりには理解度確認試験を実施し、研修生の理解度を把握した。また、研修終了時

に最終アンケートを実施し、研修への評価を把握し、以後の研修に反映した。 

各研修場所における研修カリキュラム等を以下に示す。また、最後に、理解度確認試験

及びアンケート結果まとめを示す。 

 

(1)  東カリマンタン州ムラワルマン大学 

1) 期間： 平成 27 年 9月 29日～10月 1日（3日間） 

2) 場所： ムラワルマン大学 

3) 研修生： 

保安研修参加者数は、11名。研修生は、鉱山学科の学生や会社員なども含まれ

ていた。研修生の構成としては、社会衛生学部第 3学期 5名、第 5学期 1名、第

2学期 1名、鉱山学科第 7学期 2名、大学講師 1名及び炭鉱長 1名であった。（イ

ンドネシアの大学は、半年間を 1学期としている。第 2学期は、日本の大学制度

の 1年生、第 3学期は 2年生、第 5学期は 3年生、第 7学期は 4年生に相当する。） 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 9月 29 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

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

ンケート、池島炭鉱概要 
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9：00～ 10：10 環境に配慮した坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 環境に配慮した坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 環境に配慮した坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 環境に配慮した坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 環境に配慮した坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 環境に配慮した坑内採掘保安技術 

16：00～17：00 坑内通気知識：通気技術 

 

研修第 2日目 9月 30日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～  9：00 坑内通気知識：通気観測技術 

9：00～  10：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術  

16：00～17：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例   

 

 研修第 3日目 10 月 1日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 危険予知訓練と指差呼称 

9：00～10：00 災害事例教育 

10：00～11：00 選炭環境知識:環境技術 

11：00～12：00 選炭環境知識:環境技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

15：00～16：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

16：00～17：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) アンケート結果： 

質問 1～13において、指導科目等の 5段階評価にて回答を求めた。その結果を

次のグラフに示す。 
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図 1.3-1 アンケート結果(ムラワルマン大学) 

『質問 14本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「全て」が 5 名と多く、次に「通気技術・通気綱解析技術、通気観測技術」3 名

であった。その結果を表に示す。 

表 1.3-1 本研修で最もためになった科目(ムラワルマン大学) 

 

『質問 15本研修であまりためにならなかった科目』については、「危険予知訓

練」をあげるものが、1名あった。 

『質問 16本研修に追加したい科目』については、「坑内掘りの一払いの経済性

計算について」や「坑内掘り炭鉱の測定器を見せて頂きたい」などの要望があっ

た。その結果を次表に示す。 

 

 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

環境に配慮した坑内採掘保安技術

通気技術、通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術、石炭品質技術

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

ムラワルマン大学

尚、アンケートには、複数回としている

科目 回答数
全て

5

通気技術・通気綱解析技術、通気
観測技術

3

ガス炭塵爆発防止技術
2

危険予知訓練と指差呼称
2

選炭技術 1
災害事例 1

14

本研修で最もためになった科目
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表 1.3-2 本研修に追加したい科目(ムラワルマン大学) 

 

『質問 17ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ため

になった」との回答が 72.7％であった。 

『質問 18研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 100％であった。 

『質問 19今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 158.2％と

の回答であった。その結果を表に示す。 

表 1.3-3 自由に要望等記入(ムラワルマン大学) 

 
 

6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。験結果まとめを次に示す。 

 

 

 

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

坑内掘りの一払いの経済性計算に
ついて

1

ソフトスキルについての科目を追加
1

坑内掘り炭鉱の測定器を見せて頂
きたい

1

全ての科目が大変良かったが、現
場で実施しないため欠点になった

1

資料に関する実物を追加して欲しい 1

16

本研修に追加したい科目

解析 アンケート結果 回答数
研修時間について 研修は４日間以上して欲しい。 1

今度、この研修は科目を増やして、もう一回して欲しい。

この研修の回数を増やして欲しい。

またムラワルマン大学にきて、新科目及び現場実習をして欲しい。

坑内掘り炭鉱に関する事をより分かるために、またＭＭＲのチームは引き続き科目できて

欲しい。

今度、研修生を増やすために、研修宣伝を強化しなければならないと思う。

将来、炭鉱で出勤して欲しい。然し、事務員になりたい。

研修科目のソフトコピーが欲しい。

研修内容について 来年、社会衛生に関する科目を増やして欲しい。 1
飽きないためにビデオを減らして欲しい。ビデオ時間が長ければ、疲れたと思う。

今度、研修を改善して欲しい。

社会は坑内掘り炭鉱の危険性が分かるように、各坑内掘り炭鉱の周辺で研修の回数を増

やして欲しい。

現場実習をして欲しい。

実技研修について
（現場見学・実習を含む） 2

講義方法について 2

20.自由に要望等を記入して下さい
尚、アンケート内容から、複数回としている。内容は、代表的なものを記述

研修回数・継続について 4

その他希望 3
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図 1.3-2 理解度確認試験結果(ムラワルマン大学) 

 

7) その他： 

同大学工学部講師から、ここ 1～2 年の間に、東カリマンタン州の炭鉱で、環

境問題の為、操業許可取り消し処分、操業停止処分となった炭鉱があった現状か

ら、同州知事もこの研修に注目。知事との連携を図り、この研修を同州で、もっ

と、大規模な研修にしたいとの評価。また、その石炭坑内掘技術に関する最新の

技術、環境の影響を中心とした研修実施に関し、謝意のコメントがあった。(シ

スワント講師:閉講式) 

 

(2) バンカ・ブリトゥン州バンカ・ブリトゥン大学 

1) 期間： 平成 27 年 10 月 12 日～10月 16日(4日間(14日は祝日のため休講)) 

2) 場所： バンカ・ブリトゥン大学 

3) 研修生： 

保安研修参加者数は、37名。研修生の構成としては、全員第 5学期生であった。 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 10月 12 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

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

ンケート、池島炭鉱概要 

9：00～10：00 坑内通気知識：通気技術 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気観測技術 

11：00～12：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 
12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 
14：00～15：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

15：00～16：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術選炭技術

ムラワルマン大学平均
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研修第 2日目 10月 13日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

9：00～10：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

10：00～11：00 自然発火知識：自然発火防止技術 
11：00～12：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術  

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例   

14：00～15：00 危険予知訓練と指差呼称 

15：00～16：00 災害事例教育 

  

研修第 3日目 10月 15日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

9：00～10：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 坑内電気知識:坑内電気機械管理 

 

研修第 4日目 10月 16日(金) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～9：00 坑内保安巡視点検事項（ビデオ機電編） 

 9：00～10：00 選炭環境知識:環境技術 

10：00～11：00 選炭環境知識:環境技術 

11：00～12：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) アンケート結果： 

質問 1～13において、指導科目等の 5段階評価にて回答を求めた。その結果を

次のグラフに示す。 
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図 1.3-3 アンケート結果(バンカ･ブリトゥン大学) 

『質問 16本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気技術・通気綱解析技術、通気観測技術」14 名と多く、次に「全て」が 12

名であった。その結果を表に示す。 

表 1.3-4 本研修で最もためになった科目(バンカ･ブリトゥン大学) 

 

『質問 17本研修であまりためにならなかった科目』については、「坑内機電管

理」をあげるものが 2名、「坑内保安巡視点検事例」をあげるものが 1名あった。 

『質問 18本研修に追加したい科目』については「発破技術」などの要望があっ

た。その結果を次表に示す。 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

環境に配慮した坑内採掘保安技術

通気技術、通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例危険予知訓練と指差呼称

災害事例

坑内機電管理

監督官巡視点検事例

選炭技術、石炭品質技術

研修時間

バンカブリトゥン大学

尚、アンケートには、複数回としている

科目 回答数
通気技術・通気綱解析技術、通気
観測技術

14

全て 12
環境に配慮した坑内採掘保安技術 7
ガス炭塵爆発防止技術 6

危険予知訓練と指差呼称 6
自然発火 4
災害事例 2
図上の退避訓練 2

採炭技術 1
坑内火災防止 1
選炭技術、石炭品質管理 1
監督官巡視点検事例 1

16

本研修で最もためになった科目
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表 1.3-5 本研修に追加したい科目(バンカ･ブリトゥン大学) 

 

『質問 19ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ため

になった」との回答が 100％であった。 

『質問 20研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 100％であった。 

『質問 21今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 170.4％と

の回答であった。その結果を表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚、アンケートには、複数回としている

科目 回答数
十分。ありません。

7

発破技術 4
日本語 3
坑内掘り炭鉱での発生することについてのシミュ

レーション 3

石炭探査、池島炭鉱及び全般の探査 2
日本の石炭生成及び石炭種類 2
坑内掘り炭鉱の埋め戻し技術 2
坑道辺りの地質状況及び地質問題の対策方法

（地表まで） 1

坑内掘り炭鉱の重機に関する科目 1
採掘する前のFS研修 1
坑内掘り炭鉱の機械操作の方法 1
石炭だけでなく、他の鉱物についての研修科目を

追加して欲しい。 1

ガス抜きされたガスはどのようにして処理 1
石炭のガス化及び液化のプロセス 1
実技及び能力評価 1
災害防止の技術及び適切な対策 1
事故があった時の救急法、災害シムレーション、

緊急経路を使って退避訓練 1

坑内掘り式を利用して採掘する適切な石炭類に

ついての科目 1

18

本研修に追加したい科目
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表 1.3-6 自由に要望等記入(バンカ･ブリトゥン大学)

 

解析 アンケート結果 回答数
坑内掘り炭鉱の豊富な経験を持っている人々とまたお会いできるよう、そして、研修時間と

別の科目が増えて欲しいです

研修は時間を延ばしてまた実施できるように期待しています。

来年また同じ研修を実施する予定があれば、案として内容をもっと絞るようにしてほしい。と

いうのは、時間的に短いので、量と時間のバランスをとるのが重要だと思います。

出来れば研修期間をもう少し長くしてほしい。（最低7日間）。時間をもう少し長くすれば、理

解度も高くなると思います。

研修時間と科目を増やす必要あります

毎年、こんな研修は実施して欲しいです。

こんな研修実施は頻繁にやって欲しいです。そうすると、キャンパスで習得しない知識を勉

強できます。

この研修は今後とも実施して欲しいです。

来年もこの研修は実施して欲しいです

是非、バンカ・ベリトゥンにまた来てください

この研修は毎年、実施して欲しいです。

この研修は必ずバンカ･ベリトゥン大学で実施して欲しいです。

研修は継続的に実施して欲しいです。そして、バンカ･ベリトゥン大学に必ず来てください。

我々の後輩にもこんな研修に参加させていただけるように期待しています

我々の後輩にもこの研修活動に参加させていただけるよう、指導員が皆元気であるように

願っております

研修を継続的にやって欲しいです。

毎年、こんな研修をやって欲しいです。

坑内掘り炭鉱についての知識が幅広くするよう本研修を引き続きして欲しい。

バンカブリトゥン大学生のために研修を行われて欲しい。

本研修を毎年引き続きして欲しい

指導員達がUBB大学生にまた研修を行って欲しい。

まだ研修を受けない後輩達のために、本研修を毎年行われて欲しい。

出来れば、研修生及び指導員の数を増やして欲しい。

後輩達も本研修を受けるよう、本研修を毎年行われて欲しい。

この研修は毎年実施するべきである。

来年も指導員達はまたバンカ・ブリトン大学に来て、我々大学生を指導してほしい。

毎年本研修を行われて欲しい。

私達の後輩も参加できるように、毎年この研修を実施してほしい。

人材育成にはすごく良い研修なので、もっと実施してほしい。

学生の知識・視野を広げるために、この研修は来年、またその次の年もバンカ・ブリトン大

学で実施してほしい。

私はこんな研修が継続的に実施できるように要望を持っています。

研修実施はもっとグローバルして、もっと適用して欲しいです。

次回の研修はもっと良くなるように祈っています

インドネシアの鉱山工業は日本国と同じレベルになるように祈っています

鉱山監督になる人々がたくさんできるために、こんな研修は必ず続くように祈っています。

指導員たちも元気であるように願っております

研修以外にも色んな情報があれば、教えて欲しいです

坑内掘り炭鉱技術についての技術革新を引き続き頂きたいと思う。

この研修結果は我々にとって役に立つと思っています。そして、将来の職場で保安第一を

重視して、取得した知識が大活躍できるように祈っています

後輩も受けるために、この研修を毎年行われて欲しい。

大学生にためになるため、毎年本研修を行われて欲しい。

他に行われる研修を参加したい。

快適な部屋（教室）でやってほしい。

新しい大学や経験等があまりない大学等に実施した方が良いと思う。

別の科目及び情報を教えていたたけるように願っております

要る科目を増やして、もっと覚えやすい科目が作って欲しいです

次回の研修は科目を増やして、もっと良くなるように祈っています

新科目も追加して欲しい。

坑内掘り炭鉱についての色々な種類をより教えて欲しい。

出来れば、石炭だけではなく、他の鉱物において、その内容を入れてほしい。

できれば、坑内掘り炭鉱でよく使われる装置をもっとたくさん見て欲しいです

この研修活動はとてもよいです。しかし、各科目が終わった時に、軽いゲームをやれば、

もっといいと思っています。そうすると、参加者の緊張、ストレスがなくなります。

今度、本研修の足らない部分は例えば資料の伝え方及び教え方を改善して欲しい。

本研修を急がないで行うと全ての資料を説明できて、飛ばすことがないと思う。

研修を受けることができて、心より感謝いたします
ありがとうございました

22.自由に要望等を記入して下さい
尚、アンケート内容から、複数回としている。内容は、代表的なものを記述

研修回数・継続について 25

その他希望 14

研修内容について

研修時間について

6

5

お礼 2

講義方法について 3
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6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。験結果まとめを次に示す。 

 

図 1.3-4 理解度確認試験結果(バンカ･ブリトゥン大学) 

 

7) その他： 

ETCMC 代表(職員)から、この研修は、能力開発・人材育成と言う点で、大変重

要な研修、ETCMC としては、重要な協力事業との評価。また、その石炭坑内掘技

術に関する最新の技術、環境の影響を中心とした研修実施に関し、謝意のコメン

トがあった。(イブラヒム ETCMC 職員:開講式) 

同大学工学部長から、この研修実施により、卒業論文のテーマを錫関係の鉱山

に関するテーマから石炭関係をテーマにする学生が増加。これは良い傾向との評

価。また、その石炭坑内掘技術に関する最新の技術、環境の影響を中心とした研

修実施に関し、謝意のコメントがあった。(ファディラ工学部長:打合せ会議) 

 

(3) 南スマトラ州アカミガス高等専門学校 

1) 期間： 平成 27 年 11 月 10日～11月 13日(4日間) 

2) 場所： アカミガス高等専門学校 

3)  研修生： 

保安研修 A班参加者数は、36名。B班参加者数は、35名。研修生は、全員第 3

学期生であった。 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 11月 10 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

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

ンケート、池島炭鉱概要 

9：00～10：00 坑内通気知識：通気技術 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気観測技術 

11：00～12：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

機電技術

選炭技術

バンカ･ブリトゥン大学平均
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12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

14：00～15：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

15：00～16：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

 

研修第 2日目 11月 11日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

9：00～10：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

10：00～11：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

11：00～12：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

14：00～15：00 危険予知訓練と指差呼称 

15：00～16：00 災害事例教育 

 

研修第 3日目 11月 12日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

9：00～ 10：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 坑内機械電気知識：坑内機械電気管理 

 

研修第 4日目 11月 13日(金) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 坑内保安巡視点検事項（ビデオ機電編） 

9：00～10：00 選炭環境知識:環境技術 

10：00～11：00 選炭環境知識:環境技術 

11：00～12：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

11：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) アンケート結果： 

A 班の質問 1～16 において、指導科目等の 5 段階評価にて回答を求めた。その
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結果をグラフに示す。 

 

図 1.3-5 アンケート結果(アカミガス高等専門学校 A班) 

『質問 17本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気技術・通気綱解析技術、通気観測技術」19名と多く、次に「ガス炭塵爆発

防止技術」が 8名であった。その結果を表に示す。 

表 1.3-7 本研修で最もためになった科目(アカミガス高等専門学校 A) 

 

『質問 18本研修であまりためにならなかった科目』については、「災害事例」

をあげるものが 3名あった。 

『質問 19本研修に追加したい科目』については、「坑内掘りにおける計画・設

計・計算方法」や「発破技術」などの要望があった。その結果を次表に示す。 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

環境に配慮した坑内採掘保安技術

通気技術、通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

坑内機電管理

監督官巡視点検事例

選炭技術、石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

アカミガス高等専門学校A

尚、アンケートには、複数回としている

科目 回答数
通気技術・通気綱解析技術、通気
観測技術

19

ガス炭塵爆発防止技術 8
全て 6
環境に配慮した坑内採掘保安技術 4
坑内火災防止 4

選炭技術、石炭品質管理 4
自然発火 3

坑内機電管理 2

危険予知訓練と指差呼称 2

災害事例 1
図上の退避訓練 1
坑内保安巡視点検事例 1

17

本研修で最もためになった科目
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表 1.3-8 本研修に追加したい科目(アカミガス高等専門学校 A) 

 

『質問 20ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ため

になった」との回答が 97.2％であった。 

『質問 21研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 97.2％であった。 

『質問 22今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 176.7％と

の回答であった。その結果を次表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

坑内掘りにおける計画・設計・計算方法
4

坑内掘り炭坑段階の始めからについての資料 1
坑内排水、鉱山水の酸性処理 1
発破技術 1
坑内掘りにおけるエネルギー消費の最適化、坑

内掘り炭鉱の様々な機械設備の紹介。 1

石炭ハンドリング技術（販売する際の出荷） 1
環境影響分析 1
露天掘りの技術を約３０％増やして、坑内掘り技

術は７０％になっても十分だと思っています 1

鉱山作業員がもっていなければならない能力に

関する科目 1

石炭販売事例 1
安全鉱山についてのソフト 1
坑内掘り設計計画作成についてのソフト 1

19

本研修に追加したい科目
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表 1.3-9 自由に要望等記入(アカミガス高等専門学校 A)

 

 

次に B班の質問 1～16 において、指導科目等の 5段階評価にて回答を求めた。

その結果を次のグラフに示す。 

解析 アンケート結果 回答数
時間・期間をもっと長くしてほしい。ペースがもう少しゆっくりであれば、もっと理解出来ると

思う。

研修期間ですが、出来れば一週間以上の期間をとった方が良いかと思う。今の場合は、期

間は短すぎて、教えられなかった内容もあった。

研修期間は非常に短かった。理想的には一週間またはそれ以上の期間でやって欲しい。

全部配った研修資料を説明できるような時間を延ばしてください

研修時間を延ばして欲しい。

研修期間が延ばして欲しい

本協力事業は将来にわたって継続してほしい。

今後ともアカミガスキャンパスで研修を又実施できるように期待しています

是非、またアカミガスに来てください

視野を広げるので、この研修が続いて欲しい。

坑内災害／事故が起こらないように、この研修は毎年続いて欲しいです。ありがとうござい

ました。

我々の事を忘れないで下さい及び研修継続をおねがいします。

次世代鉱山専門家が勉強出来るように、この研修をいつも行われ欲しい。

この研修をアカミガスで毎年行われて欲しい。

この協力を引き続いて欲しい。

この研修は忘れない。将来、日本の炭鉱・鉱山で働きたい。

日本とインドネシアの関係がもっと親密になることを願う。

理解度をもっと向上させて欲しい

何時か、又この研修を参加したい。

又今度会えるように願っています。

他の知らない人が理解するよう、この研修を他の所で行われて欲しい。有り難う御座いま

す。

より良い科目でまた今度会えるように願っています。有り難う御座います。

知識がより幅広くなるためにこの研修をより深く段階に続けて欲しい。

各科目には研修内容をもっと理解できるビデオまたは図面がある必要です

各科目にはもっと単純な資料、分かりやすい資料が作って欲しいです。

坑内掘り設計ソフト研修。

指導員はもっとインドネシア語でコミュニケーションで来たら最高です。研修内容をもっと理

解できると思う。

質疑応答の時間をもっとたくさん作って欲しい。質問があれば、退屈防止にもなる。

研修している時は実習活動を増やして欲しい。

いつかどこかで皆さんと会えることを願う。

ありがとうございます。

日本の指導員及び通訳に感謝いたします

いつかまた皆さんと会えることを願う。

研修内容について

研修時間について

3

6

お礼 4

講義方法について 3

23.自由に要望等を記入して下さい
尚、アンケート内容から、複数回としている。内容は、代表的なものを記述

研修回数・継続について 9

その他希望 8
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図 1.3-6 アンケート結果(アカミガス高等専門学校 B班) 

 

『質問 17本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気技術・通気綱解析技術、通気観測技術」17 名と多く、次に「全て」が 10

名であった。その結果を表に示す。 

表 1.3-10 本研修で最もためになった科目(アカミガス高等専門学校 B) 

 

『質問 18本研修であまりためにならなかった科目』については、「環境技術」

をあげるものが 1名あった。 

『質問 19本研修に追加したい科目』については、「鉱山における（他の）作業

安全・衛生の項目」や「坑内掘り炭鉱のリハビリテーション」などの要望があっ

た。その結果を次表に示す。 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

環境に配慮した坑内採掘保安技術

通気技術、通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

坑内機電管理

監督官巡視点検事例

選炭技術、石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

アカミガス高等専門学校 B

尚、アンケートには、複数回としている

科目 回答数
通気技術・通気綱解析技術、通気
観測技術

17

全て 10
自然発火 4
災害事例 4
ガス炭塵爆発防止技術 4
選炭技術、石炭品質管理 3
危険予知訓練と指差呼称 3

坑内機電管理 1

理解度確認試験 1
環境に配慮した坑内採掘保安技術 1

坑内火災防止 1

17

本研修で最もためになった科目
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表 1.3-11 本研修に追加したい科目(アカミガス高等専門学校 B) 

 

『質問 20ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ため

になった」との回答が 94.3％であった。 

『質問 21研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 94.3％であった。 

『質問 22今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 175.4％と

の回答であった。 

『質問 23自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「たまに授業は単調になって退屈しますが、質問やビデオ等で授業を工夫して

ほしい」等の講義方法への要望が最も多かった。その結果を次表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

鉱山における（他の）作業安全・衛生の項目
3

坑内掘り炭鉱のリハビリテーション 2
炭鉱における生産関係の新技術 1
日本における炭鉱のシステム 1
メタンガスの採集及び利用方法 1
石炭ガス化 1
中国などで開発されているCBM（コール・ベッド・

メタン） 1

石炭の液化と使用に関する資料を追加して欲し

い。 1

選炭に関する資料を増やして欲しい。 1
インドネシアにまだ適用しない科目を追加して欲し

い。 1

規則厳守に対しての日本人とインドネシア人の比

較 1

19

本研修に追加したい科目
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表 1.3-12 自由に要望等記入(アカミガス高等専門学校 B) 

 

 

6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。A 班の理解度確認試験結

果を次に示す。 

 

解析 アンケート結果 回答数
研修の期間は短すぎる。

時間が短すぎた。

４日間研修で短すぎたと思う。

出来れば、アカミガスには年間2回ぐらい実施をしてほしい。

このような研修をもっと実施してほしい。私達大学生にとって、この研修によって坑内掘りの

知識が向上します。

毎年、研修が行って欲しい。

研修を継続的に続けてほしい

パレンバンアガミガスに研修を増やして欲しい。

新イノベーションで何時もこの研修をアカミガスで行われて欲しい。

勉強のためにとても良いので、本研修のような機会をもっとたくさん作って欲しい。ありがとう

ございました。

日本人指導員達が見せた規律正しい態度に感心しました。

指導員は私達若い人のために指導をし続けてほしい。

坑内掘りの知識がもっと多くの人に普及するのは願いです。坑内で働く人達は災害のリス

ク及び予防する方法知らなければならない。また、西ジャワのポンコルのような違法採掘

は保安のことをあまり考えていないので、取り締まりと指導でそのような違法採掘を無くして

ほしい。

この研修は今後とも継続的に続いて欲しいです

今よりもっと良くなるよう願っております

他の大学で研修を行われたら、アカミガスの学生を招待して頂きたい。

何時もこの協力を引き続いて欲しい。インドネシアと日本。

今度より良いと願っている。

まだ説明しない知識を今度説明して頂きたいと思う。

坑内掘りで使用されている道具などをもっと紹介してほしい。

日本の坑内掘り炭鉱技術をもっと紹介して欲しい

日本の鉱山についてもっと教えて欲しい。取得した知識をまた勉強することができる。

たまに授業は単調になって退屈しますが、質問やビデオ等で授業を工夫してほしい。

出来れば授業中に質疑応答の時間を増やしてほしい。資料を自分たちで読み上げて、ディ

スカッションをもっとしてほしい

質疑応答の時間を増やして欲しい

研修生たちを眠くさせるビデオを頻繁に見せてはいけません

教えた時に、できれば、真剣にし過ぎてはいけません。退屈しないように、軽いゲームまた

は冗談があった方がましです。

単純な研修資料と理解しやすい資料が欲しい

ビデオを見る時間が減って欲しい

飽きないように対話及びアニメーションを増やして欲しい。

より研修の魅力を高めて欲しい、そうすると研修生も飽きなくて眠たくないと思う。

質疑応答の時間が欲しい。何時、質問するか分からなかった。

資料を貰える日数を増やして欲しい。

指導員は研修生により対話して欲しい。又は講義にクイズも含めて面白いと思う。

眠たくしないようにビデオ時間が長すぎないでください。

説明の時に、我々はあんまり理解していない。そして、我々とそんなに対話しなかったです

ので、知識を吸収し難くなってしまいました。次回、もっと良くなるように願っております

将来、今回、習ったことを自分の仕事で実際に活用できることを願う。ありがとうございま

す、先生。

何時か日本に訪問したい。有り難う御座いました。

23.自由に要望等を記入して下さい
尚、アンケート内容から、複数回としている。内容は、代表的なものを記述

研修時間について 3

研修回数・継続について 6

お礼 2

その他希望 10

研修内容について 4

講義方法について 13
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図 1.3-7 理解度確認試験結果(アカミガス高等専門学校 A班) 

 

B班の理解度確認試験結果を次に示す。 

 

図 1.3-8 理解度確認試験結果(アカミガス高等専門学校 B班) 

 

7) その他： 

人材育成のために重要な研修。インドネシアが抱える技術的問題や環境問題に

大変有益との評価。また、その石炭坑内掘技術に関する最新の技術、環境の影響

を中心とした研修実施に関し、謝意のコメントがあった。(ユディアナ ETCMC 代

表(講師):開講式) 

同校学長から、この研修に参加出来ることは、幸運との評価。また、その石炭

坑内掘技術に関する最新の技術、環境の影響を中心とした研修実施に関し、謝意

のコメントがあった。(ムクタル学校長:閉講式) 
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(4) 南スマトラ州スリウィジャヤ大学 

1) 期間： 平成 27 年 11 月 16日～11月 19日(4日間) 

2) 場所： スリウィジャヤ大学 

3)  研修生： 

保安研修参加者数は、29 名。研修生の構成は、第 7 学期生が 14 名、第 9 学期

生が 10 名、第 5学期生が 5名であった。 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 11月 16 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

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

ンケート、池島炭鉱概要 

9：00～ 10：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

 

研修第 2日目 11月 17日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～  9：00 坑内通気知識：通気技術 

9：00～  10：00 坑内通気知識：通気観測技術 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 
11：00～12：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 
12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

14：00～15：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

15：00～16：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

 

研修第 3日目 11月 18日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

9：00～10：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

10：00～11：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術   

11：00～12：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例  

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 危険予知訓練と指差呼称 

14：00～15：00 災害事例教育 

15：00～16：00 坑内電気知識:坑内電気機械管理 
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研修第 4日目 11月 19日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 坑内保安巡視点検事項（ビデオ機電編） 

9：00～10：00 選炭環境知識:環境技術 

10：00～11：00 選炭環境知識:環境技術 

11：00～12：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) アンケート結果： 

質問 1～16において、指導科目等の 5段階評価にて回答を求めた。その結果を

次のグラフに示す。 

 
図 1.3-9 アンケート結果(スリウィジャヤ大学) 

『質問 17本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気技術・通気綱解析技術、通気観測技術」15名と多く、次に「ガス炭塵爆発

防止技術」、「危険予知訓練と指差呼称」と「図上退避訓練」が 6名であった。そ

の結果を次表に示す。 
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3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

環境に配慮した坑内採掘保安技術

通気技術、通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

坑内機電管理

監督官巡視点検事例

選炭技術、石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

スリウィジャヤ大学
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表 1.3-13 本研修で最もためになった科目(スリウィジャヤ大学) 

 

『質問 18本研修であまりためにならなかった科目』については、「坑内機電管

理技術」をあげるものが 10名、「自然発火防止技術」、「危険予知訓練･指差呼称」

及び「選炭技術」をあげるものがそれぞれ 1名あった。 

『質問 19本研修に追加したい科目』については、「支保技術」や「発破技術」

などの要望があった。その結果を表に示す。 

表 1.3-14 本研修に追加したい科目(スリウィジャヤ大学) 

 

尚、アンケートには、複数回としている

科目 回答数
通気技術・通気綱解析技術、通気
観測技術

15

ガス炭塵爆発防止技術 6
危険予知訓練と指差呼称 6
図上の退避訓練 6
全て 3
環境に配慮した坑内採掘保安技術 3
自然発火 2
坑内火災防止 2
選炭技術、石炭品質管理 2

災害事例 1
坑内保安巡視点検事例 1

17

本研修で最もためになった科目

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

支保技術
6

発破技術 3
現場実習 2
設備と運搬技術 2
排水技術 2
探査 2
メタンガスの加工、利用性、採取方法 2
坑内掘計画についての科目 1
ドラムカッター及び石の火花の対策についての科

目 1

ブリケット及びコークスについての科目 1
坑内掘の酸性水防止技術についての科目 1
坑内掘の出水災害対策についての科目 1
重大災害対策についての科目 1
油別離及び錫溶解についての科目 1
一般鉱山の作業安全衛生 1
油についての科目 1
混炭に係わる科目 1
ヨーロッパと米国の坑内掘り炭鉱技術 1
各採炭法の長所と短所 1
鉱山でよく使われる色んなソフト 1
坑内掘り炭鉱の水分地質の流れ 1
コスト分析 1
坑内掘り炭鉱の閉山後の活動 1

19

本研修に追加したい科目
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『質問 20ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ため

になった」との回答が 96.6％であった。 

『質問 21研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 100％であった。 

『質問 22今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 169.5％と

の回答であった。 
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表 1.3-15 自由に要望等記入(スリウィジャヤ大学) 

 

 

解析 アンケート結果 回答数
研修を５日間にして欲しい。

言語の問題があり、全ての科目を伝え出来るように時間を延ばして欲しい。

説明時間が増えて欲しい

この研修を引き続けるために祈る。

今度スリウィジャヤ大学で研修を行われて欲しい。

作業安全衛生及び坑内掘りについて全大学生が分かるためにこの研修を毎年引き続いて

欲しい。

Jogmecと大学の鉱山学科の協力を続けて欲しい。

毎年、研修を実施して欲しい。まだ研修を受けていない人々にも参加させていただきたいで

す。

継続的に続いて欲しい。

スリウィジャヤ大学で又研修を実施して欲しい。

今後とも、こういう研修は頻繁に実施して欲しい。

来年も宜しくお願いします。

時間を増やして、来年も研修実施がまた宜しくお願いします

研修が継続に実施して欲しい。

今後とも、研修がまた宜しくお願いします。

研修生は時間を守らなければならない。

相談を易しくするために講師はインドネシア語又は英語が喋られるよに祈る。

ビデオを配って欲しい。

違う科目で他の研修を行われて欲しい。

講師のスライド及びビデオを研修生に配って欲しい。

ビデオ及び資料を研修生に配って欲しい。

テキストが綺麗とカラーでしたほうがいい。

研修規定に守らない研修生がまだいたので、もっと厳しくして欲しい。

この研修で学んだことは現場で直接に適用できるように願っております。

研修資料が必ず更新されるよう願っております

保安研修活動は頻繁に実施できるよう願います。教えてくれた資料またはデータは出来れ

ば、最新のデータ資料が欲しいです

また今度、VeatSimソフトとより多くの科目でスリウィジャヤ大学で研修を行われて欲しい。

視覚化と実習を増やして欲しい。

資料及びビデオが新資料を使用して欲しい。

支保技術と地質工学についての科目を追加して欲しい。

石炭だけじゃなくて、色んな科目を増やして欲しい

提案は新しい資料が増えて欲しい。今の資料は去年と殆ど同じです。

理解度確認試験をより深刻にして欲しい。

最新ビデオが必要です。

より対話をして欲しい。

資料をより詳しく説明して欲しい。

ある指導員は、研修生に質問して、答えが正しかったらプレゼントを貰って盛り上がったと

思う。全ての指導員もそのようにして欲しい、へへへ。。。

科目を伝える時により対話して欲しい。

要望としては研修資料は残らずに、全部説明して欲しい。

出来れば、各科目にシミュレーションがあったほうが良い。そうすると、参加者の記憶力を

もっと向上できます。

通訳さんの説明が迷わないように説明したほうがいい。

講師が研修生により対話して欲しい。指導員の一人は、冗談を交えていた。併し、全体的に

満足だった。

この研修は座学研修でなく、現場でも行われて欲しい。

座学で無く、現場実習も必要だと思う。座学してから、現場にいって、実習したら、研修生の

経験が幅広くなると思う。

現場実習をして欲しい。

実技研修があった方が望ましいです。

次回の研修には現場実技があった方が望ましい。

現場実習をして欲しい。

現場研修の希望 6

研修内容について

研修時間について

8

3

講義方法について 8

23.自由に要望等を記入して下さい
尚、アンケート内容から、複数回としている。内容は、代表的なものを記述

研修回数・継続について 12

その他要望 11
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6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。験結果まとめを次に示す。 

 

図 1.3-10 理解度確認試験結果(スリウィジャヤ大学) 

7) その他： 

地下資源の石炭を安全に採掘する技術が必要。指導員が経験したこと等実践的

な研修内容を学べるとの評価。また、その石炭坑内掘技術に関する最新の技術、

環境の影響を中心とした研修実施に関し、謝意のコメントがあった。(スブリエ

ル・ナシル工学部長:開講式) 

 

(5) 西スマトラ州パダン工業技術大学 

1) 期間： 平成 27 年 11 月 30日～12月 3日(4日間) 

2) 場所： パダン工業技術大学 

3) 研修生： 

保安研修参加者数は、37名。研修生の構成としては、全員第 5学期生であった。 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 11月 30 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 8：50 開講式、指導員及び研修生紹介、研修カリキュラム説明初期ア

ンケート、池島炭鉱概要 

9：00～ 10：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 
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スリウィジャヤ大学平均
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研修第 2日目 12月 1日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～  9：00 坑内通気知識：通気技術 

9：00～  10：00 坑内通気知識：通気観測技術 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 
11：00～12：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 
12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

14：00～15：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

15：00～16：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

 

研修第 3日目 12月 2日(水) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～9：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

 9：00～10：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

10：00～11：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術  

11：00～12：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例   

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 危険予知訓練と指差呼称 

14：00～15：00 災害事例教育 

15：00～16：00 坑内電気知識:坑内電気機械管理 

 

研修第 4日目 12月 3日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 坑内保安巡視点検事項（ビデオ機電編） 

9：00～10：00 選炭環境知識:環境技術 

10：00～11：00 選炭環境知識:環境技術 

11：00～12：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

11：50～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) アンケート結果： 

質問 1～16において、指導科目等の 5段階評価にて回答を求めた。その結果を

次のグラフに示す。 
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図 1.3-11 アンケート結果(パダン工業技術大学) 

『質問 17本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気技術・通気綱解析技術、通気観測技術」15 名と多く、次に「全て」が 12

名であった。その結果を表に示す。 

表 1.3-16 本研修で最もためになった科目(パダン工業技術大学) 

 

『質問 18本研修であまりためにならなかった科目』については、「坑内機電管

理技術」、「自然発火防止技術」、「石炭品質管理技術」、「坑内保安巡視点検事例」

及び「環境技術」をあげるものがそれぞれ 1名あった。 

『質問 19本研修に追加したい科目』については、「坑内掘炭鉱の開発手順及び

方法」や「発破技術」などの要望があった。その結果を次表に示す。 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

環境に配慮した坑内採掘保安技術

通気技術、通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

坑内機電管理

監督官巡視点検事例

選炭技術、石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

パダン工業技術大学

尚、アンケートには、複数回としている

科目 回答数
通気技術・通気綱解析技術、通気
観測技術

15

全て 12
自然発火 7

図上の退避訓練 7
坑内火災防止 6
危険予知訓練.と指差呼称 5
ガス炭塵爆発防止技術 4
選炭技術、石炭品質管理 2
災害事例 2
環境に配慮した坑内採掘保安技術 2
池島炭鉱概要 1
その他 3

17

本研修で最もためになった科目
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表 1.3-17 本研修に追加したい科目(パダン工業技術大学) 

 

『質問 20ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ため

になった」との回答が 97.3％であった。 

『質問 21研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 94.6％であった。 

『質問 22今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 174.7％と

の回答であった。 

『質問 23自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「研修期間をもっと長くしてほしい。」等の研修時間増の要望が最も多かった。

その結果を次表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

坑内掘炭鉱の開発手順及び方法
4

発破技術 4
坑内掘り炭鉱におけるリクラメーション（埋め立

て） 3

鉱業における様々な内容の項目 2
坑内掘り炭鉱における坑道の幾何学的寸法など 2
排水技術 2
坑内掘り炭鉱でよく使われるソフト 1
坑内掘り炭鉱保安技術のシミュレーション 1
着装する保安と関係ある品物について 1
坑内掘り炭鉱にあるマナー及び信号 1
環境影響及び対策についての科目 1
現場での設備使い方のシミュレーション 1
採炭方法についてもっと詳しく 1
生産性について 1
露天掘り炭鉱技術の項目 1
道具・装置の使い方 1

19

本研修に追加したい科目
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表 1.3-18 自由に要望等記入(パダン工業技術大学) 

 

事項 内容 回答数
研修期間は短かったので、充分な説明ができなかった科目がたくさんあります。期間を伸ば

して十分な説明ができたら、もっと理解できると思います。

研修期間も今より長くしてほしい、例えばまる一週間。期間を長くすることによって、説明す

る時間もたっぷりあって、私達もじっくり勉強できると思います。

出来れば研修期間を長くしてほしい。今の4日間研修として、科目が多すぎると思います。

期間を長くしたほうが良いかと思います。

この研修をできれば4日間よりもっと長い期間で実施してほしい。

研修期間を長くしてほしい。

もっと理解できるためには時間だけもっと延びて欲しい。

時間が延ばして欲しい。

時間も伸ばして欲しい。

時間を伸ばして欲しい。

この研修が続いて、研修時間が延ばして欲しい。

この研修を１週間にして欲しい。

研修時間にはまだ不満で、出来れば、６日間でやって欲しい。

次回、研修期間はすくなくとも一週間とか一週間以上でやって欲しい

研修期間をもっと長くしてほしい。

日本人指導員の経験は私達の知識となるので、この研修は継続してほしい。

炭鉱の経験・知識をたくさんの人に伝えることが出来るように、この研修は今回で終わりと

ならないように、将来にわたって続けてほしい。

この研修がまた実施してほしい。

パダン工業技術大学でこの研修をまた実施してほしい。もちろん期間も長くしてほしい。

この研修の継続を願っています。また、パダン工業技術大学でこの研修を実施してほしい。

この研修を毎年実施できるようにしてほしい。また、出来れば1回以上実施してほしい。

研修事業を継続してほしい、またこの大学で実施してほしい。

次回の研修を待っています。

こんな研修がまた続いて欲しい。そうすると、鉱山学科の学生としての我々の知識が増えま

す。

研修がまた開催されて欲しい。

後輩たちにもこんな研修を参加させていただけるよう、本研修は我がキャンパスでまた実

施して欲しいです。そうすると、学生たちの坑内掘り炭鉱の知識を向上します

是非パダン工業技術大学にまた来てください。

ＳＴＴＩＮＤの大学生に役に立ったため、この研修を続けて欲しい。

後輩達が研修を受けるように、来年この研修を行われて欲しい。

今度、この研修は後輩も受けられるようにして欲しい。

指導員の方に、ＳＴＴＩＮＤの先生なって頂きたい。

沢山の人に教育が行き渡るように願っている。

この研修が継続することを願っている。この研修によって災害発生を最小限に抑え、また撲

滅することを期待する。

露天掘り技術の項目を追加してほしい。

この研修に参加できて良かったと思います。将来鉱山・炭鉱で働きたいので、特に安全に作

業できるように貴重な知識をこの研修で学んだ。

新しい知識と資料を持ってここによく来てください。

次回の坑内掘り炭鉱保安技術の研修はまだ受けていない学生にも参加させていただける

よう、今年より、知識が増えるように願っております。どうも　ありがとう　ございます

日本人の自粛及びやる気についてのことが分かった。日本国は先進国になった原因は何

ですかと言うについて、先生達の経験を普及して頂きたい。そういうことが分かると、自分と

インドネシアも改善できると思う。

頑張って、有り難う。

大変ためになったため、今度、この研修を受けたら、より理解すると思う。

知識を幅広くするために、来年、違う科目で研修を行われて欲しい。

坑内掘り炭鉱について、石炭でなく鉱物も教えて頂きたいと思う。将来得ていた知識を職場

で活かせることを願っています。

内容も、新しい技術などがあれば科目として入れてほしい。

実技は教室でもできるので、装置や機具等をもっと紹介して、その操作方法を教えてほし

い。

キャンパスで坑内掘り炭鉱のシミュレーションを行えるようにして欲しい。

坑内掘り炭鉱保安技術だけじゃなくて、露天掘り技術にも教えて欲しい。ありがとうございま

した

ソフトの研修をもっと教えて欲しい。最近、全ての仕事がパソコンを使っていると思う。

ビデオの内容を更新して欲しい。

研修生がより理解するように、小さい設備の使い方を教えたほうがいいと思う。

出来れば、次回の研修には休憩時間は二時間毎にやって欲しい

現場訪問が欲しい。

１日のに、現場実習が欲しい。

ビデオを増やして欲しい。ビデオがあれば、科目が分かりやすくなる。

実習を増やして欲しい。

現場実習も行われて欲しい。

取得できた知識を適用できるために、現場実技も必要だと思います

私達に坑内掘り炭鉱技術を教えてくれて、ありがとうございます。

私自身、研修があるおかげで、躾ができた。日本の指導員たちと通訳たちと会えるように

願っており、ありがとうございました。

懲りずに我々に教えて、先生、頑張って！先生！ありがとう

指導員と通訳にまた今度会いましょう。ありがとう　ございました。

JOGMECの指導員とバンドンETCMC側に、たくさん知識を与えてくださって感謝いたします。

インドネシアの鉱山作業員たちは仕事界に高い競争力をもっと熟練できるように期待してい

ます

指導員の皆様に感謝します。

23.自由に要望等を記入して下さい
尚、アンケート内容から、複数回としている。内容は、代表的なものを記述

研修回数・継続について 15

その他希望 11

研修内容について

研修時間について

7

15

お礼 6

講義方法について 7
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6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。結果まとめを次に示す。 

図 1.3-12 理解度確認試験結果(パダン工業技術大学) 

 

図 1.3-12 理解度確認試験結果(パダン工業技術大学) 

 

7) その他： 

沢山のことを学だ。学校で学んだことにプラスになる内容との評価。また、そ

の石炭坑内掘技術に関する最新の技術、環境の影響を中心とした研修実施に関し、

謝意のコメントがあった。(デニ･サプトラ研修生:閉講式) 

坑内掘りは、環境にやさしいので、社会に受けられやすい採掘方法。この研修

は坑内掘り炭鉱における採鉱技術および保安技術の内容を学べる非常に重要な研

修とのコメントがあった。(スンドリック･ハンワル学長) 

 

(6) サワルント保安研修 

1) 期間： 平成 27 年 12 月 7日～12月 8日(2日間) 

2) 場所： サワルント市(ETUUM:坑内掘り鉱山教育訓練センター) 

3) 研修生： 

保安研修参加者数は、16名。研修生の構成は、サワルント近隣炭鉱から炭鉱長

2名、保安技術管理者 3名、係長 11名であった。 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 12月 7 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 
開講式、指導員及び研修生紹介、研修カリキュラム説明

初期アンケート、池島炭鉱概要 

9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気技術 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

機電技術

選炭技術

パダン工業技術大学平均
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11：00～12：00 坑内通気知識：通気観測技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

14：00～15：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

15：00～16：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

 

研修第 2日目 12月 8日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～  9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

9：00～  10：00 危険予知訓練と指差呼称 

10：00～11：00 災害事例教育 

11：00～12：00 坑内環境知識:坑内掘り炭鉱の環境影響 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識: 石炭品質技術 

14：00～15：00 理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) アンケート結果： 

質問 1～14において、指導科目等の 5段階評価にて回答を求めた。その結果を

次のグラフに示す。 

 

図 1.3-13 アンケート結果(サワルント保安研修) 

『質問 15本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気技術・通気綱解析技術、通気観測技術」4 名と多く、次に「全て」が 3 名

であった。その結果を次表に示す。 

 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

インドネシア鉱山保安法

通気技術、通気観測技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術、石炭品質技術

坑内堀炭鉱の環境影響

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

サワルント保安研修
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表 1.3-19 本研修で最もためになった科目(サワルント保安研修) 

 

『質問 16本研修であまりためにならなかった科目』については、「選炭技術」

をあげるものが 2名、「危険予知と指差呼称」をあげるものが 1名あった。 

『質問 17本研修に追加したい科目』については、「支保技術」や「排水技術」

などの要望があった。その結果を表に示す。 

表 1.3-20 本研修に追加したい科目(サワルント保安研修) 

 

『質問 18ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ため

になった」との回答が 100％であった。 

『質問 19研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 100％であった。 

『質問 20今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 166.8％と

の回答であった。 

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

通気技術・通気綱解析技術、通気
観測技術

4

全て 3
ガス炭塵爆発防止技術 2
災害事例 2
自然発火 1
選炭技術、石炭品質管理 1
環境に配慮した坑内採掘保安技術
池島炭鉱概要 1

インドネシアの鉱山保安法 1

その他 2

15

本研修で最もためになった科目

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

支保技術
3

(小規模の)炭鉱坑内排水 2
実習科目を取り入れてほしい。 1
小規模の炭鉱通気技術 1
作業事故リスク 1
発電機についての科目を追加して欲しい 1
ルームアンドピラーについての科目 1
ガスの測定方法をもっと詳しく説明して欲
しかった。

1

石炭の中の物質の含有量の測定法（＝
石炭分析方法）

1

17

本研修に追加したい科目



 

   91 

『質問 21自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「この研修をもっと実施してほしい（＝回数を増やす）。」等の要望や「研修期

間を長くしてほしい。」等の要望が多かった。その結果を表に示す。 

表 1.3-21 自由に要望等記入(サワルント保安研修) 

 

 

6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。験結果まとめを次に示す。 

 

図 1.3-14 理解度確認試験結果(サワルント保安研修) 

7) その他： 

沢山の知識を得た。得た知識を自分の炭鉱で、自分の職場で、活用し、もっと

安全な炭鉱操業を目指すことができる研修内容との評価。また、その石炭坑内掘

解析 アンケート結果 回答数
研修期間を長くしてほしい。

研修時間を延ばして

もっと研修時間をのばして研修が行って欲しい。

研修時間も伸ばして欲しい。

この研修をもっと実施してほしい（＝回数を増やす）。

来年にもこういう研修が行って欲しい。

研修頻数を増やして

この研修は１ヶ月２回にして欲しい。

この研修回数を増やして欲しい。

この研修で指導員からたくさんの事を学びました。しかし、全てを応用・活用するのは難し

い。というのは、指導員の皆さんは大きな炭鉱で働いているが、私が働いている炭鉱は小さ

く、資本的に限られている炭鉱です。

次回に行う場合は、今回よりもっと良くなることを期待する。

この研修は私達にとって本当に役に立つ研修で、この研修によって知識も向上しました。

JOGMECとETCMCがサワルントの坑内掘り炭鉱の人々に懲りずに知識を教えてくれるよう

に願っております。ありがとう

国際基準の保安措置の使い方を紹介する必要がある

また今度会いましょう。

現場実習の科目を追加してほしい。

研修資料を増やす必要がある

危険ガスを無頓着な炭社がまだたくさんあります。そのために、研修内容は通気システム・

坑内ガス危険性・危険予知をもっと重視したほうがいいと思っています

現場実技を含めて研修が行って欲しい。

現場実技がやって欲しい。

研修内容について

研修時間について

5

4

21.自由に要望等を記入して下さい
尚、アンケート内容から、複数回としている。内容は、代表的なものを記述

研修回数・継続について 5

その他希望 6

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術選炭技術

サワルント保安研修平均
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技術に関する最新の技術、環境の影響を中心とした研修実施に関し、謝意のコメ

ントがあった。(ヘルマンシャー･プトラ研修生代表) 

 

(7) ジャンビ州ムアラブンゴ大学 

1) 期間： 平成 27 年 12 月 14日～12月 16日(3日間) 

2) 場所： ムアラブンゴ大学 

3) 研修生： 

保安研修参加者数は、43名。研修生の構成は、第 3学期生 20名、第 1学期 12

名、第 11学期 4名、第 7学期 3名、第 5学期 2名、第 9学期 1名及び講師 1名で

あった。 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 12 月 14 日（月） 

時 間 教 育 内 容 

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

ンケート、池島炭鉱概要 

9：00～  10：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

10：00～11：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

11：00～12：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 

14：00～15：00 坑内通気知識：通気技術 

15：00～16：00 坑内通気知識：通気観測技術 

 

研修第 2日目 12月 15日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～  9：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

9：00～  10：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

10：00～11：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

11：00～12：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

14：00～15：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

 

研修第 3日目 12月 16日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9:00 危険予知訓練と指差呼称 

9：00～10：00 災害事例教育 

10：00～11：00 選炭環境知識:環境技術 

11：00～12：00 選炭環境知識:環境技術 
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12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) アンケート結果： 

質問 1～15において、指導科目等の 5段階評価にて回答を求めた。その結果を

次のグラフに示す。 

 

図 1.3-15 アンケート結果(ムアラブンゴ大学) 

『質問 16本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）としては、通気技術・

通気綱解析技術、通気観測技術」22名と多く、次に「ガス炭塵爆発防止技術」が

11名であった。その結果を表に示す。 

表.1.3-22 本研修で最もためになった科目(ムアラブンゴ大学) 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術、通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術、石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

ムアラブンゴ大学

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

通気技術・通気綱解析技術、通気
観測技術

22

ガス炭塵爆発防止技術 11
危険予知訓練.と指差呼称 8
坑内火災防止 7
選炭技術、石炭品質管理 7
自然発火 6
全て 4
災害事例 3
図上の退避訓練 3
池島炭鉱概要 1
鉱山の経済性評価 1

坑内掘りの基礎知識 1
その他 1

16

本研修で最もためになった科目
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『質問 17本研修であまりためにならなかった科目』については、「池島炭鉱概

要」、「鉱山の経済性評価」、「通気技術」、及び「通気観測技術」をあげるものがそ

れぞれ 1名あった。『質問 18本研修に追加したい科目』については、「発破技術」

や「ボーリング技術」などの要望があった。その結果を表に示す。 

表 1.3-23 本研修に追加したい科目(ムアラブンゴ大学) 

 

『質問 19ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ため

になった」との回答が 95.3％であった。 

『質問 20研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 93.0％であった。 

『質問 21今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 173.9％と

の回答であった。その結果を次表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

発破技術
16

掘削技術 5
ボーリング技術 5
坑内掘り炭鉱電気管理 2
埋め立て 2
炭鉱開発 1
災害が発生した場合の救護・救出方法 1
石炭加工 1
探査 1
坑道における支保の強度 1
風丸ソフト以外、鉱山によく使われるソフト
風丸ソフト以外、鉱山によく使われるソフト

1

鉱山認可と鉱山税 1
国のために役に立つもの........？？？ 1
石油化学 1
石炭利用技術 1
地下の石炭埋蔵量計算についての科目 1
露天掘り炭鉱技術の科目 1

18

本研修に追加したい科目
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表 1.3-24 自由に要望等記入(ムアラブンゴ大学) 

 

 

6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。結果まとめを次に示す。 

解析 アンケート結果 回答数
この研修の時間をもっと増やして・長くしてほしい。

研修時間を長くしてほしい。

次回の研修にまた会えるようであれば、もっと理解度を向上するために、研修時間が増え

て欲しい

時間が増えて欲しい

来年または再来年でも、また同じ研修を実施してほしい。

来年また会えることを願っています。またムアラブンゴ大学に来てください。

出来ればムアラブンゴ大学で年に2回の研修を実施してほしい。

この研修は毎年ムアラブンゴ大学で実施してほしい。

将来にわたって、この研修がずっと実施できることを願っている。ありがとうございました。

来年、こういう研修に参加できて、また新しい知識を取得できるように願っております

習得した知識は学生たちの能力を向上できるよう、要望として、来年は２回研修がやって欲

しい

この様な研修があることで、インドネシア鉱山鉱業はますますよくなると思う。毎年、研修が

やって欲しい

来年もまた研修がやって欲しい

こういう研修は継続的にやってほしい。そうすると、この研修は多くの人に役にたつ

また、ムアラブゴ大学に会いましょう。

ムアラブンゴ大学生の坑内掘り炭鉱知識を幅広くするために、この研修を年間２回に行わ

れて欲しい。

またムアラブンゴ大学に来れるように願っている。

研修科目を増やして、またムアラブゴ大学に来られるように願っている。

時間を長くして、この研修を毎年行われて欲しい。

より深く把握するために、来年来られるようにして欲しい。

ムアラブンゴ大学に来るのが飽きないで下さい。来年この研修をまた行われて欲しい

来年また会いましょう。

指導員はインドネシア語が出来れば、直接教えてもらうことが出来る。次の研修がより良い

研修になることを期待する。

続けて色んな知識を我々に教えてくれるよう

坑内掘り炭鉱保安技術の研修はますます良くなるように願っております。そして、坑内掘り

炭鉱の資料が増えて欲しい

今の続き又は新科目でムアラブンゴ大学で研修をまた行われて欲しい。

この研修は他の大学で行われて欲しい、特にムアラブンゴ大学。

今度の研修には坑内掘り炭鉱の他に、露天掘り炭鉱における技術も教えてほしい。

研修の科目として、露天掘り炭鉱技術や鉱山関係のソフト紹介・使い方を追加してほしい。

次回の研修があれば、発破技術を教えてもらいたい

研修は毎年、続けるようであり、研修資料は現在の鉱山工業の発達に合わせて更新する

必要ある

参加者（学生）とのやりとり・対話をもっとしてほしい。

学生たちが眠気に襲われないように、いい雰囲気の研修が作って欲しい。

参加者のイメージができるためにはビデオがもっと見せて欲しい。

研修はゲームを含めて欲しい。

私達の学校で研修してくれてありがとうございます。

また来年来てください。皆さんと会えて本当に嬉しいです。また、少しですが、日本語も話せ

るようになった。

ありがとうございました。

今年も、ここに来てください

研修は始めから終わりまで順調に行ったため、有り難う御座いました。

炭鉱保安の必要性を知るためにこの研修を引き続いて欲しい。ＪＯＧＭＥＣ、有り難う御座い

ました。

研修内容について

研修時間について

4

4

お礼 6

講義方法について 4

22.自由に要望等を記入して下さい
尚、アンケート内容から、複数回としている。内容は、代表的なものを記述

研修回数・継続について 18

その他希望 5
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図 1.3-16 理解度確認試験結果(ムアラブンゴ大学) 

7) その他： 

石炭坑内掘技術に関する技術、環境影響を中心とした研修実施に関し、謝意の

コメントがあった。(カール Aロニー学長:開講式) 

 

(8) 西ジャワ州バンドンイスラム大学(1回目) 

1) 期間： 平成 28 年 1月 12日～1月 15日(4日間) 

2) 場所： バンドンイスラム大学 

3) 研修生： 

保安研修参加者数は、37名。研修生は、第 9学期生 28名、第 7学期 5名、第 8

学期 2名、第 5学期 1名及び講師 1名であった。 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 1月 12 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

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

ンケート、池島炭鉱概要 

9：00～ 10：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

ムアラブンゴ大学平均
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研修第 2日目 1月 13日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

9：00～10：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

10：00～11：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

11：00～12：00 坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内通気知識：通気技術 

14：00～15：00 坑内通気知識：通気観測技術 

15：00～16：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

 

研修第 3日目 1月 14日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

9：00～10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

11：00～12：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

 

研修第 4日目 1月 15日(金) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

9：00～10：00 危険予知訓練と指差呼称 

10：00～11：00 災害事例教育 

11：00～12：00 選炭環境知識:環境技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) アンケート結果： 

質問 1～17において、指導科目等の 5段階評価にて回答を求めた。その結果を

次のグラフに示す。 
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図 1.3-17 アンケート結果(バンドンイスラム大学(1回目)) 

『質問 18本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気技術・通気綱解析技術、通気観測技術」18名と多く、次に「ガス炭塵爆発

防止技術」が 9名であった。その結果を表に示す。 

表Ⅱ.1.3-25 本研修で最もためになった科目(バンドンイスラム大学(1回目)) 

 

『質問 19本研修であまりためにならなかった科目』については、「鉱山の経済

性評価」を上げるもの 4名、「インドネシアの坑内掘り炭鉱の経験」、「災害事例」、

「選炭技術」及び「図上退避訓練」をあげるものがそれぞれ 1名あった。 

『質問 20本研修に追加したい科目』については、「地盤工学」、「坑内排水・出

水対策」、「災害が発生した場合の救護・救出方法」及び「掘進発破技術・坑内発

破技術」などの要望があった。その結果を次表に示す。 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

環境に配慮した坑内採掘保安技術

インドネシア鉱山保安法

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術、通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術、石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

バンドンイスラム大学1回目

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

通気技術・通気綱解析技術、通気
観測技術

18

ガス炭塵爆発防止技術 9
自然発火 7
全て 6
危険予知訓練.と指差呼称 5
選炭技術、石炭品質管理 4
災害事例 4

その他 3
坑内掘炭鉱基本知識 3
環境に配慮した坑内採掘保安技術 1
坑内火災防止 1
図上の退避訓練 1

18

本研修で最もためになった科目



 

   99 

表 1.3-26 本研修に追加したい科目(バンドンイスラム大学(1回目)) 

 
『質問 21ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ため

になった」との回答が 97.3％であった。 

『質問 22研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 97.3％であった。 

『質問 23今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 175.9％と

の回答であった。 

『質問 24自由に要望等を記入して下さい。（複数回答を可とした。）』について

は、「学生たちと対話式の時間をもっと作って欲しい。」等の講義方法への要望が

最も多かった。その結果を次表に示す。 

 

 

 

 

 

 

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

地盤工学
4

坑内排水・出水対策 3
掘進発破技術・坑内発破技術 3
災害が発生した場合の救護・救出方法 3
金属鉱山 2
埋め立て 2
坑内掘り炭鉱で使われている器具・装置
の紹介やそれらの使い方

1

「鉱石」に関する科目 1
機械設備における生産性の計算方法 1
日本における石炭利用技術 1
石炭利用技術 1
坑内掘り炭鉱による環境影響 1
坑内災害の初期処置を取る実技 1
露天掘り鉱山と坑内掘り炭鉱の比較 1
石炭船積みの管理 1
日本文化 1
坑内掘り炭鉱の現場見学 1
退避訓練における手順、方法 1
通気網解析以外のソフト研修 1
露天掘り又は坑内掘りの計画資料 1
坑内掘り炭坑の出炭計算 1
坑内の材料と人間の運搬技術 1

20

本研修に追加したい科目
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表 1.3-27 自由に要望等記入(バンドンイスラム大学(1回目)) 

 

事項 内容 回答数
研修期間を長くしてほしい、例えば1週間や2週間にする。

時間をもっと長くしてほしい。

一つ一つの科目の時間が短い・足りない。

各科目を把握できるために、研修時間を伸ばして欲しい。有り難う御座いました。

時間延ばして欲しい。

時間が伸ばして欲しい。

研修をまる一週間で実施してほしい。

今回の研修はためになる研修で、すごく良かった。将来に坑内掘り炭鉱に関する研修を

もっと実施してほしい。ありがとうございました。

研修は1年に2回実施してほしい。また、テーマの違う研修も実施してほしい。

研修は大学生の私達にとって非常にためになる研修だと思います。この研修で得られた知

識は卒業後の仕事に、プラスαになると思います。

次回はもっと良くなることを期待する。私達の要望も実現できることを願う。

研修はキャンパスで実施しないほうがいい

退屈しないように、昼休み後の研修時間には日本の軽いゲームを増やしたほうがいい。昼

の研修時間には食事後、よく眠気に襲われるから。ありがとうございました

この研修を実施することで、新しい知識と技術発展を取得して、とてもよい研修です。”成

功”

奨学金又は仕事が有れば連絡して頂きたい。

指導員達はインドネシア語をよく喋て頂きたい。

インドネシアに頻繁に来てください！インドネシアの学生たちはこの研修を要る、特に、危険

予知と指差呼称の文化で、もっと賞品をたくさん持ってきてください

通訳はきちんと伝えなければなりません。この研修は十分によく実施していた。ただ、もっと

向上して欲しい。そして、教室の中と外で我々をよく指導してくれた。

ダイナミックな研修、ビデオがあったので分かりやすい、指導員と通訳は非常に魅力があっ

て、参加者の退屈感が分かっている。先生！ありがとう。０災ヨシ！！

全ての資料を説明できたら、今までのよく発生する問題は解決できると思う

地盤科学の追加。

出来れば現場の見学もあり、教室の中で聞いた授業内容を実際にどのように現場で行わ

れているかを見たい。

ソフト増やして欲しい。

現場実習をして欲しい。

早く把握が出来るために、ビデオを見せる以外には実習も必要だと思う。

魅力を高めるために、研修に関するのクイズ及びゲームを増やして欲しい。

坑内掘り炭鉱の現場見学があれば、この研修がもっといいと思って、そうすると、我々の能

力は向上できる

風丸ソフトの勉強時間を長くしてください。また、問題例を使って解決方法を見つけるという

みんなで出来る練習があった方が良いと思います。

より対話。

学生たちと対話式の時間をもっと作って欲しい

2方向のコミュニケーションができなかったので、私達は眠くなったり、退屈したりとなった。

質疑応答があればいい。

ビデオ時間を短くして指導員と研修生の対話を増やしたら飽きないと思う。

資料の伝え方が対話で伝えて頂きたい。

座学の他に、実技・実習の科目を取り入れてほしい。

現場での実習・実技を取り入れてほしい。

研修が単調にならないように、もっとディスカッション等を取り入れる。

ビデオの他に、道具・模型等を使って講義してほしい。

より把握をするために、実習及び問題解決をして頂きたい。

時間を伸ばして、現場でのシミュレーションもして欲しい。

実技・実習をもっとしてほしい。

講義はディスカッション式（2方向コミュニケーション）をとってほしい。

講義は単調にならないように工夫してほしい（＝眠くならないように）。

講義は2方向式（＝ディスカッション式）をとってほしい。質疑応答時間を充分に設けてほし

い。

ありがとうございました。ゼロ災よし！

ありがとうございました、先生！

日本のお土産が欲しい。また合いましょう。有り難う御座いました。

研修内容について

研修時間について

2

7

お礼 3

講義方法について 23

24.自由に要望等を記入して下さい
尚、アンケート内容から、複数回としている。内容は、代表的なものを記述

研修回数・継続について 2

その他希望 10
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6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。験結果まとめを次に示す。 

 

図 1.3-18 理解度確認試験結果(バンドンイスラム大学(1回目)) 

 

7) その他： 

石炭分野の教育において役立つとの評価。また、その石炭坑内掘技術に関する

最新の技術、環境の影響を中心とした研修実施に関し、謝意のコメントがあった。

(バンバン ETCMC 課長:開講式) 

 

(9) 西スマトラ州パダン大学 

1) 期間： 平成 28 年 1月 25日～1月 28日(4日間) 

2) 場所： パダン大学 

3) 研修生： 

保安研修参加者数は、48 名。研修生の構成は、第 6 学期生 14 名、第 8 学期 8

名、第 9 学期 8 名、第 5 学期 3 名、第 7 学期 2 名、第 4 学期 2 名、第 10 学期 1

名、卒業生 4 名、南スラウェシ州マカサル国立ヴェテラン大学鉱山学科卒業生 6

名及び中央カリマンタン州パランカ・ラヤ大学鉱山学科の学生 1名であった。 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 1月 25 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

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

期アンケート、池島炭鉱概要 

9：00～ 10：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

バンドンイスラム大学(1回目)平均
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13：00～14：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

 

研修第 2日目 1月 26日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

9：00～10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気技術 

11：00～12：00 坑内通気知識：通気観測技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

14：00～15：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 
15：00～16：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

 

研修第 3日目 1月 27日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

9：00～10：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

10：00～11：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

11：00～12：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

14：00～15：00 危険予知訓練と指差呼称 

15：00～16：00 災害事例教育 

 

研修第 4日目 1月 28日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 坑内電気知識:坑内電気機械管理 

9：00～10：00 坑内保安巡視点検事項（ビデオ機電編） 

10：00～11：00 選炭環境知識:環境技術 

11：00～12：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) アンケート結果： 

質問 1～17において、指導科目等の 5段階評価にて回答を求めた。その結果を

次のグラフに示す。 
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図 1.3-19 アンケート結果(パダン大学) 

『質問 18本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気技術・通気綱解析技術、通気観測技術」23 名と多く、次に「全て」が 12

名であった。その結果を表に示す。 

表 1.3-28 本研修で最もためになった科目(パダン大学) 

 
『質問 19本研修であまりためにならなかった科目』については、「坑内機電管

理技術」及び「災害事例」を上げるもの 3名、「選炭技術」をあげるものが 1名あ

った。 

『質問 20本研修に追加したい科目』については、「支保技術」が最多く、「次に

岩盤力学」、「発破技術」などの要望があった。その結果を次表に示す。 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

環境に配慮した坑内採掘保安技術

インドネシア鉱山保安法

通気技術、通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称災害事例

坑内機電管理

監督官巡視点検事例

選炭技術、石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

パダン大学

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

通気技術・通気綱解析技術、通気
観測技術

23

全て 12
ガス炭塵爆発防止技術 9
環境に配慮した坑内採掘保安技術 6
危険予知訓練.と指差呼称 5
保安関係の科目 4

災害事例 4
図上の退避訓練 3
機電管理技術 3

自然発火 3

選炭技術、石炭品質管理 2
坑内火災防止 1
鉱山保安法 1
運搬技術 1

18

本研修で最もためになった科目
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表 1.3-29 本研修に追加したい科目(パダン大学) 

 

『質問 21ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ため

になった」との回答が 93.8％であった。 

『質問 22研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 91.7％であった。 

『質問 23今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 173.3％と

の回答であった。その結果を次表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

支保技術(ソフトを含めて)
8

岩盤力学 3
発破技術 3
リクラメーション 2
坑内災害についてのビデオ 2
他の鉱物における坑内掘り鉱山の保安技
術

1

坑内掘りにおけるボーリング技術 1
新技術の情報、設備 1
石炭加工技術、例えば：CWM（石炭・水混
合）など

1

坑内掘り炭鉱における環境に対する考え
方・対策

1

炭鉱開発計画 1
将来の石炭の見込み 1
通気の時間をもっと長くしてほしい 1
鉱山監督官による検査 1
湿度，換温，濡温などの通気パラメー
ター、通気抵抗を得る方法

1

各指導員の坑内掘り炭鉱の仕事経験 1
風丸ソフトに基づいて、通気についての危
険予知分析

1

救急法 1
石炭製品の管理技術 1
坑内掘り炭鉱の閉山システム 1
坑道作り技術 1
坑内掘り炭鉱の職場環境 1
酸性水の処理 1

20

本研修に追加したい科目
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表 1.3-30 自由に要望等記入(バンドンイスラム大学(1回目)) 

 

解析 アンケート結果 回答数
研修期間をもっと長くしてほしい。

研修期間をもっと長くしてください。

研修はなるべく期間を長くしてほしい

研修期間をもっと長くしてほしい。

各科目は詳しいまで説明できるように、次回の研修時間が延びて欲しい

時間をもっと延ばして頻繁にこういう研修が実施して欲しい。

またパダン大学で研修を実施してください。坑内掘り炭鉱技術をもっと勉強したい。

毎年研修を実施してほしい。

この研修は継続できることを願っている。

将来にわたって私達の後輩にもこの研修が実施できることを願っている。

この研修事業はずっと実施してほしい。

パダン大学の次の世代（後輩）のために、この研修を継続してほしい。

より良いエンジニアになれるため、この研修はためになった。この研修は将来にわたって継

続してほしい。

来年、日本の指導員がパダン国立大学で研修をまた実施して欲しい。成功

日本の指導員は我々に懲りずに鉱山知識をおしえてくれるように願っています

指導員がＵＮＰにまた来て、坑内掘り炭鉱の知識を教えてくれるように願っております

またＵＮＰで研修を実施できるように願っております

ＵＮＰにまた研修が欲しい

研修がパダン国立大学で継続的に実施して欲しい

世界鉱山の発達のため、懲りずに鉱山知識を教えてください！ＮＯ　ＭＩＮＥ、ＮＯ　ＬＩＦＥ、鉱

山が無いと、生活も無い

この研修でたくさんのことを学ぶことができるので、将来にわたって研修を続けてほしい。

日本とパダン大学との協力事業がこれから生まれることを願う。

別な研修が実施できることを期待する。

この研修で教えられた技術が、必要なところに活用できることを期待する。

（池島等の）日本の坑内掘り炭鉱に行きたい（見学したい）。

女性の指導員はいますか。

パダン大学との協力を深めてほしい。

この研修がパダンだけじゃなくて、インドネシア全国で実施できるように期待しています

指導員は疲れている私達を楽しませてくれました。

インドネシア政府に「炭鉱の持ち主も炭鉱の保安確保に責任がある」ということを今度の法

規制見直しの際にと入れてほしい。

出来れば、指導員はインドネシア語が話せて、そうすると、我々は直接に知識を吸収できる

ここで取得した知識は職場で活かせて、他人にまた教えてあげる。

研修の間、悪いことがあれば、お詫びいたします。どうもありがとう。ヨシ！

なるべく早くスラウェシ島でこんな研修を実施する期待しています

私はこんな研修が（スラウェシ島）マカサルのベテラン大学で実施できるように期待してい

ます

スラウェシ島のマカサル我がキャンパス（ベテラン大学）に来られるように願っております。

いつかまた会いましょう

こんな研修はスラウェシ島で実施して欲しい

別の大学でこういう研修が実施して欲しい

この研修で勉強したことを活用及び人に伝える・教えるということもしたい。

日本で研修を受けて日本の坑内掘り炭鉱の状況を直接に見たい要望を持っている

四日間研修に、私はいつも遅刻したので、お詫びいたします。

坑内掘り炭鉱における（ガス炭塵）場既発事故についての最新情報（災害事例）。

追加科目は地盤工学が欲しい。

期間を長くし、研修時間を午前中だけにしてほしい。一日中は疲れる。

研修中に退屈や眠たくなるときがあるので、そのときを見極めて指導員は講義を工夫してほ

しい。

次に研修があった時に現場見学・実習を設けてください。

たまに室外で講義を行ってください。部屋の中で長時間座っていると疲れるし退屈してしま

いました。

次回の研修に現場見学や実習を行ってほしい。

室外での実技も実施してほしい。

全体的に研修は非常に良かったです。ビデオも内容的に良かったです。（しかし、ビデオが

再生された際に、眠たくなるときもあります）。

この研修にはもっとよくなり、退屈しないように、ビデオを多くしてください！

研修ですので、座学より実技のほうが多くして欲しい。

坑内掘り炭鉱の見学に連れて行って欲しい

座学だけじゃなくて、現場実技も必要です。

ありがとうございました。

指導員のみんなに感謝します。これからも後輩達に指導できるように長生きしてください。

日本チーム！ありがとうございます

数日でＭＭＲ指導員と一緒に、大事な経験を得ていた。ありがとうございました

この研修で知識が向上しました。指導員のみんなに感謝します。

24.自由に要望等を記入して下さい
尚、アンケート内容から、複数回としている。内容は、代表的なものを記述

研修回数・継続について 15

その他希望 20

研修内容について

研修時間について

2

6

お礼 5

講義方法について 11
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6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。結果まとめを次に示す。 

 

図 1.3-20 理解度確認試験結果(パダン大学) 

 

6) その他： 

石炭の坑内掘技術は、①今後インドネシアでは石炭採掘が深部化するため、②

露天掘りに比べ環境面に優しいの 2点から重要。また、その石炭坑内掘技術に関

する最新の技術、環境の影響を中心とした研修実施に関し、謝意のコメントがあ

った。(レイモン鉱山学科長:開講式) 

 

(10) 東ジャワ州アディタマスラバヤ工科大学 

1) 期間： 平成 28 年 2月 2日～2月 5日(4日間) 

2) 場所： アディタマスラバヤ工科大学 

3) 研修生： 

保安研修参加者数は、40 名。研修生の構成は、第 4 学期生 24 名、第 3 学期 5

名、第 6学期 1名、第 7学期 1名、第 11学期 1名、講師 1名、東ジャワ州のボジ

ョネゴロ市の実業高校教師 1名及びジョグジャカルタ・ベテラン大学卒業生 6名

であった。 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 2月 2 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

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

期アンケート、池島炭鉱概要 

9：00～ 10：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

機電技術

選炭技術

パダン大学平均
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12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

 

研修第 2日目 2月 3日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

9：00～10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気技術 

11：00～12：00 坑内通気知識：通気観測技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

14：00～15：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 
15：00～16：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

 

研修第 3日目 2月 4日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

9：00～10：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

10：00～11：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

11：00～12：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術  

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例   

14：00～15：00 危険予知訓練と指差呼称 

15：00～16：00 災害事例教育 

 

研修第 4日目 2月 5日(金) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 坑内電気知識:坑内電気機械管理 

9：00～10：00 坑内保安巡視点検事項（ビデオ機電編） 

10：00～11：00 選炭環境知識:環境技術 

11：00～12：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

5) アンケート結果： 

質問 1～17において、指導科目等の 5段階評価にて回答を求めた。その結果を

次のグラフに示す。 
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図 1.3-21 アンケート結果(アディタマスラバヤ工科大学) 

質問 18本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気技術・通気綱解析技術、通気観測技術」14名と多く、次に「全て」と「危

険予知訓練.と指差呼称」が、それぞれ 10名であった。その結果を表に示す。 

表 1.3-31 本研修で最もためになった科目(アディタマスラバヤ工科大学) 

 

『質問 19本研修であまりためにならなかった科目』については、「災害事例」

を挙げる者が 2名及び「坑内機電管理技術」をあげるものが 1名あった。 

『質問 20本研修に追加したい科目』については、「（風丸以外の）ソフト」が最

多く、次に「発破技術」、「石炭利用技術」などの要望があった。その結果を次表

に示す。 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

環境に配慮した坑内採掘保安技術

インドネシア鉱山保安法

通気技術、通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称災害事例

坑内機電管理

監督官巡視点検事例

選炭技術、石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

アディタマスラバヤ工科大学

尚、アンケートには、複数回としている

科目 回答数
通気技術・通気綱解析技術、通気
観測技術

14

全て 10
危険予知訓練.と指差呼称 10
坑内火災防止 6
環境に配慮した坑内採掘保安技術 5
保安 4
選炭技術、石炭品質管理 3
災害事例 1
鉱山保安法 1
自然発火 1
坑内掘炭鉱機械設備 1

18

本研修で最もためになった科目
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表 1.3-32 本研修に追加したい科目(アディタマスラバヤ工科大学) 

 
『質問 21ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ため

になった」との回答が 82.5％であった。 

『質問 22研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 85.0％であった。 

『質問 23今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 171.1％と

の回答であった。その結果を次表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

（風丸以外の）ソフト
5

発破技術 4
石炭利用技術 3
リクラメーション 2
選炭の新技術 2
炭鉱開発計画 2
坑内掘方式 1
日本とインドネシアとの炭鉱 1
石炭の品質 1
酸素に対しての有害ガス反応のビデオ 1
技術展開及び坑内掘り炭坑の支保 1
坑内掘りの長所 1
環境改善 1
石炭以外の鉱山 1
坑道の強度計算 1
風丸(時間の追加？） 1
指差呼称(時間の追加？） 1

20

本研修に追加したい科目
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表 1.3-33 自由に要望等記入(アディタマスラバヤ工科大学) 

 

 

6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。結果まとめを次に示す。 

事項 内容 回答数
この研修を2週間の期間で実施してほしい。

研修時間が短すぎた。

将来にわたって、研修は続けられるようにしてほしい。

この研修をまた実施できるようにしてほしい。

指導員達に教えてもらったことをためになるように活用したい。

また我々のキャンパスITATS に来て研修を実施してほしい。ありがとう。

またITATSに来てください。

私達の後輩もこの研修に参加できるように、次年度および将来にも研修を続けて実施して

ほしい。

質を高めて、この研修を続けて実施してほしい。

毎年我々ITATS学生に研修を実施してほしい。

ITATS大学にまた来てください

先生！また、ここに来てください

来年も、この研修を継続して欲しい。

次回また会えることを願っています。

ここで習ったものを将来の自分の仕事に活用したい。また、いつか戸川先生や他の指導員

の皆さんと会えることを願っています。

研修の開始時間を出来れば9時からにしてほしい。住んでいる所はキャンンパスから遠い

です。

この研修は時間を重ねてより良い研修になるように願っている。

この研修をジョグジャカルタのベテラン大学で行われて欲しい。

近い内に、ジョグジャカルタのベテラン大学でこの研修を行われて欲しい。

ジョグジャカルタのベテラン大学でこの研修を行われて欲しい。

来年、ジョグジャカルタのベテラン大学に来てください。嬉しくて歓迎します。

ジョグジャカルタのベテラン大学にこの研修を行われて欲しい。

今、石炭業界の状況が悪いため、石炭鉱山以外の研修も欲しい。

この研修が大変役に立って、将来にも付加価値になるため、ジョグジャカルタのベテラン大

学にこの研修を行われて欲しい。

良かったと思う。

福島で、研修を行われて欲しい。もし、実施されれば、メールに通じて連絡頂きたい思う。

メールはzainal60164@yahoo.com

全体的には非常に良かったです。ビデオはできれば新技術や新型の機械・設備を紹介して

ほしい。（＝最新事情が分かる）。

次回の研修にもっとたくさんの科目を取り入れてほしい。

質疑応答の時間を十分設けてほしい。

指導員は少しでもインドネシア語を使うことを期待する。

実習・実技をもっと取り入れてほしい。

実技・実習をたくさん取り入れてほしい。

研修資料をカラー印刷にしてほしい。

出来れば各授業・講義に充分な質疑応答時間を設けてほしい。

現場見学があるように期待しています

次回の研修には全部説明できるように願っております

遠いところから来られた指導員の皆さんには「ありがとう」。

池島炭鉱：みなさんに成功を祈る。

「先生、いろんな知識を教えてありがとうございました」。

本当に有り難う。

研修内容について

研修時間について

2

2

お礼 4

講義方法について 8

24.自由に要望等を記入して下さい
尚、アンケート内容から、複数回としている。内容は、代表的なものを記述

研修回数・継続について 11

その他希望 13
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図 1.3-21 理解度確認試験結果(アディタマスラバヤ工科大学) 

7) その他： 

学生の知識が向上。また、その石炭坑内掘技術に関する最新の技術、環境の影

響を中心とした研修実施に関し、謝意のコメントがあった。(ミント･バスキ学長:

開講式) 

 

(11) 西ジャワ州バンドンイスラム大学(2回目)(4日間) 

1) 期間： 平成 28 年 2月 15日～2月 18日 

2) 場所： バンドンイスラム大学 

3) 研修生： 

保安研修参加者数は、40名。研修生は、第 7学期生 29名、第 8学期 7名、第 9

学期 2名、講師 1名及び研究員 1名であった。 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 2月 15 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

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

ンケート、池島炭鉱概要 

9：00～ 10：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 石炭新技術：環境に配慮した坑内採掘保安技術 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

機電技術

選炭技術

アディタマスラバヤ工科大学平均
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研修第 2日目 2月 16日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

9：00～10：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

10：00～11：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

11：00～12：00 坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内通気知識：通気技術 

14：00～15：00 坑内通気知識：通気観測技術 

15：00～16：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

 

研修第 3日目 2月 17日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

9：00～10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

11：00～12：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内通気知識：通気網解析システム(風丸) 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

 

研修第 4日目 2月 18日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

9：00～10：00 危険予知訓練と指差呼称 

10：00～11：00 災害事例教育 

11：00～12：00 選炭環境知識:環境技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) アンケート結果： 

質問 1～17において、指導科目等の 5段階評価にて回答を求めた。その結果を

次のグラフに示す。 
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図 1.3-12 アンケート結果(バンドンイスラム大学(2回目)) 

質問 18本研修で最もためになった科目（複数回答を可とした。）』については、

「通気技術・通気綱解析技術、通気観測技術」24名と多く、次に「危険予知訓練

と指差呼称」が 7名であった。その結果を表に示す。 

表 1.3-34 本研修で最もためになった科目(バンドンイスラム大学(2回目)) 

 

『質問 19本研修であまりためにならなかった科目』については、「鉱山の経済

性評価」、「通気観測技術」、「災害事例」、「選炭技術」及び「石炭品質管理」をあ

げるものがそれぞれ 1名あった。 

『質問 20本研修に追加したい科目』については、「坑内掘り発破技術」、「十分」、

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

環境に配慮した坑内採掘保安技術

インドネシア鉱山保安法

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術、通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術、石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

バンドンイスラム大学2回目

尚、アンケートには、複数回としている

科目 回答数
通気技術・通気綱解析技術、通気
観測技術

24

危険予知訓練と指差呼称 7
ガス炭塵爆発防止技術 6
自然発火 5
全て 5
鉱山の経済性評価 4
災害事例 4
選炭技術、石炭品質管理 3
図上の退避訓練 3
坑内掘炭鉱基本知識 3
環境に配慮した坑内採掘保安技術 2
坑内火災防止 1
その他 13

18

本研修で最もためになった科目
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「掘進技術」及び「ボーリング技術」などの要望があった。その結果を表に示す。 

表 1.3-35 本研修に追加したい科目(バンドンイスラム大学(2回目)) 

 

『質問 21ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ため

になった」との回答が 97.5％であった。 

『質問 22研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 97.5％であった。 

『質問 23今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 217.5％と

の回答であった。その結果を次表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚、アンケートには、複数回としている
科目 回答数

坑内掘り発破技術
8

十分 5
掘進技術 3
ボーリング技術 2
坑内掘りについて他のソフト 2
坑内掘り金属鉱山 2
坑内排水技術 2
炭坑の閉山 2
鉱業の社会貢献について 2
地質工学 1
船積設備 1
適正な空気計算 1
埋め立て 1
鉱山生産についての科目 1
退避設備研修 1
模擬坑道の作り方 1
救護隊の実習 1
支保技術 1
炭坑紹介 1
炭鉱開発 1
日本研修 1

20

本研修に追加したい科目
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表 1.3-36 自由に要望等記入(バンドンイスラム大学(2回目)) 

 

事項 内容 回答数
より時間を守ったほうがいいと思う。

研修は４日間以上伸ばして欲しい。

研修の回数を増やして、一日中は４～５時間にして欲しい。

４日間研修は短すぎたと思う。

時間が短かったため、資料が完璧に説明出来なかった。併し、全体的に、大変良かった。

研修回数・継続について 大学生の知識、経験と技術を向上するために、この協力をいつも続けて欲しい。 1
指導員にまた会いたい。聞きたいことがまだたくさんある。

昼飯があれば、より良いと思う。

将来にはより良くなると願っています。

より複雑な海底鉱山の研修を行われて欲しい。

将来により良くなると願っています。

インドネシアと日本の協力をより強めて欲しい。

講師達が優しい。

この研修を引き続き及び研修生の能力が高まって欲しい。

この研修活動及び大学とETCMCとの関係を向上して欲しい。

大変良かった。坑内掘り炭鉱の発破技術を追加したらいいと思う。

石炭技術の開発に関する科目を入れて欲しい。例えば、石炭層メタン技術。（Coal Bed

Methane）

次の研修は坑内掘りについてのソフトを追加して欲しい。

坑内災害対策ビデオを増やして欲しい。

この限られた時間で作業の安全衛生の知識だけを説明したほうがいいと思う。

より把握できるために、各科目にゲームを取り入れた方がよいと思う。

講師が活動的な人と活動的でない人がいる。活動的でない講師が講義では居眠り雰囲気

になった。

資料を増やして欲しい。

研修の順番変化をしたほうがいいと思う。出来れば、女性の講師も欲しい。

この研修で坑内掘り設備を実習して頂きたい。

研修だけでなく、実習も含めて欲しい。

質疑応答が必要だと思う。

実物設備での研修及びケース解析を向上して欲しい。

分かりやすくて退屈しないように、資料がより良い資料を作成して欲しい。

特に選炭技術、資料が多く説明するように、この研修は２週間にして欲しい。

資料を伝えやすくするように講師達はインドネシア語を喋られるように祈っています。それ

から、この研修で坑内掘り状況を良くなるようと願っています。

資料を伝える時にはより良い雰囲気を作って欲しい。

出来るだけ、ビデオはインドネシア語又はインドネシア語字幕にして欲しい。

出来れば、居眠りしないように科目を実習して又は大学生も参加させたほうがいいと思う。

実習とケーススタディを増やしたほうがいいと思う。ビデオ及びスライドが多かったら、居眠

りになる。

仲良くなるように講師の履歴紹介を増やしたほうがいい。

資料の伝え方が良かった。

ビデオが１５分間で十分だと思う（居眠り）。講師と研修生は居眠り時に一緒に体操する時

間を３分間作って欲しい。

長いビデオより場面で対話した方がいいと思う。

現場実習での研修を祈っている。

有り難う御座いました。

全ての先生達に感謝します。特に佐藤先生、私とお父さんも佐藤先生に教えて頂いて有り

難う御座いました。

大変役に立った。将来の職場に活かせる。有り難う御座いました。

良かった、先生。。。。！有り難う。

大変ためになった研修だと思う。坑内掘り炭鉱の知識が幅広くなってきた。講師達の時間と

知識をどうも有り難う御座いました。

この研修は私に大変役に立った。有り難う御座います。

お礼 6

講義方法について 20

24.自由に要望等を記入して下さい
尚、アンケート内容から、複数回としている。内容は、代表的なものを記述

その他希望 9

研修内容について

研修時間について

4

5
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6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。結果まとめを次に示す。 

 

図 1.3-22 理解度確認試験結果(バンドンイスラム大学(2回目)) 

7) その他： 

災害に関係するリスクを学ぶことは、炭鉱の操業が安定つながるとの評価。こ

れは、政府の目的。また、その石炭坑内掘り技術に関する最新の技術、環境の影

響を中心とした研修実施に関し、謝意のコメントがあった。(アディ ETCMC部長:

開講式) 

坑内掘り炭鉱での経験に基づいたリスクと対策を学べるとの評価。また、その

石炭坑内掘り技術に関する最新の技術、環境の影響を中心とした研修実施に関し、

謝意のコメントがあった。(ラクムハット･チュハ副学長) 

 

(12) 最終アンケート全体まとめ 

 各大学において、研修最終日に、アンケートを実施した。最終アンケートの目的は、

研修生のこの研修への数値的評価を知ることともに、この研修を受けての意識改革（向

上）、日本の坑内技術の導入に対する意欲を研修生に与えたか等を把握することである。

また、このアンケート結果は、可能な限り以後の研修に反映するよう努めた。アンケー

トは、研修生から見た各研修科目、研修時間、テキストの内容等を 5段階表示で評価す

る項目とこの研修を受講して得た感想を記述する項目から構成。 

1) 全研修の研修生から見た各研修科目、研修時間、テキストの内容等を 5段階表示

評価をまとめた結果。(尚、評価は、5:非常に良い、4:十分良い、3:良い、2:足

りない、1:悪い) 

 

 

 

 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

バンドンイスラム大学(2回目)平均
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図 1.3-23 最終アンケートまとめ(全研修の研修生から見た各研修科目、研修時間、 

テキストの内容等を 5段階表示評価) 

2)  『本研修で最もためになった科目』まとめ 

 

図 1.3-24 最終アンケートまとめ(本研修で最もためになった科目) 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

環境に配慮した坑内採掘保安技術

インドネシア鉱山保安法

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術、通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術、図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例
危険予知訓練と指差呼称

災害事例

坑内機電管理

監督官巡視点検事例

選炭技術、石炭品質技術

坑内堀炭鉱の環境影響

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

全研修の研修生から見た各研修科目、研修時間、

テキストの内容等を5段階表示評価

通気技術・通気綱解析技術、通気観測技術

29%

全て

14%

ガス炭塵爆発防止技術

10%

危険予知訓練と指差呼称

9%

自然発火

7%

選炭技術、石炭品質管理

5%

環境に配慮した坑内採掘保安技術

5%

坑内火災防止

4%

災害事例

4%

図上退避訓練

4%

その他

4%

坑内機電管理

1%

坑内掘りの基礎知識

1%

監督官巡視点検事例

0%

池島炭鉱概要

0%

インドネシアの鉱山保安法

0%

鉱山の経済性評価

1%

本研修で最もためになった科目
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3)  『本研修であまりためにならなかった科目』まとめ 

 

図 1.3-25 最終アンケートまとめ(本研修であまりためにならなかった科目) 

 

3)  『本研修に追加したい科目』まとめ 

 『本研修に追加したい項目』としては、328件の意見があった。一番多かっ

たのが「発破技術」の 46 件、次に「支保技術」20 件、「炭鉱関係のシュミレ

ーションソフト演習」17 件、「炭鉱開発技術」14 件、「坑内排水、鉱山水の酸

性処理」12件、「坑内掘り炭鉱におけるリクラメーション（埋め立て）」12件、

「その他」173件であった。 

 

 

 

 

 

 

 

無し 85.1%

坑内機電管理, 
4.2%

災害事例, 2.0%

鉱山の経済性評価, 1.5%

選炭技術, 1.5%

その他, 1.5%

危険予知訓練・指差呼称, 1.2%

通気観測技術, 0.5%
石炭品質管理, 0.5% 坑内保安巡回事

例, 0.5%

環境技術, 0.5% 自然発火防止, 0.5%

インドネシアの坑内掘り炭鉱経験, 0.2%

図上退避訓練, 0.2%

池島炭鉱概要, 0.2%

本研修であまりためにならなかった科目
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図 1.3-26 最終アンケートまとめ(本研修に追加したい科目) 

4)  『ためになったとの本研修への印象をもったか？』まとめ 

 

図 1.3-27 最終アンケートまとめ(ためになったとの本研修への印象をもったか？) 

発破技術, 46件

支保技術, 20件

シミュレーション・ソフトスキルに

ついての科目を追加, 17件

坑内掘炭鉱の開発手順及び方

法, 14件

坑内排水、鉱山水

の酸性処理, 12件

坑内掘り炭鉱におけるリクラメー

ション（埋め立て）, 12件

地盤工学, 7件

ボーリング技術, 7件

石炭探査、池島炭鉱及び

全般の探査, 5件

環境影響分析, 5件

掘削技術, 5件
救護隊・救急法, 5件

その他, 173件

本研修に追加したい科目

はい, 94.6%

無回答・い

いえ, 5.4%

ためになったとの本研修への印象をもったか？
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5)  『研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』まとめ 

 
図 1.3-28 最終アンケートまとめ(研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？) 

6)  『自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いますか？』まとめ 

 
図 1.3-29 最終アンケートまとめ(今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いますか？) 

 

 

 

 

 

はい

95.1%

無回答・いいえ

4.9%

研修で得た知識を今後活かせる自信は

ありますか？
15

8.
2

17
0.

4

17
6.

7

17
5.

4

16
9.

5

17
4.

7

16
6.

8

17
3.

9

17
5.

9

17
3.

3

17
1.

1

21
7.

1

17
5.

3

今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれ

だけ増えたと思いますか？研修前を100％として記

入してください。
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7)  『自由に要望等』まとめ 

 

図 1.3-30 最終アンケートまとめ(自由に要望等) 

 

(13) 理解度確認試験全体まとめ 

 研修最終日に、試験を実施した。目的は、研修生の理解を客観的に把握すること

であるが、以後の研修指導に試験結果を反映すること、また、研修中の緊張感及び

モチベーションを研修生に持たせること等である。試験方法は、選択式と記述式か

ら設問で構成。設問内容は、最低限この研修で理解してもらいたい事項の中から厳

選して出題。尚、試験時間は、1時間とした。『図Ⅱ 1.3-31 試験問題例』及び『図

Ⅱ 1.3-32 理解度試験結果まとめ(全研修平均)』を示す。 

 

研修回数・継続に

ついて

25%

講義方法につい

て

22%

研修時間につ

いて

12%

研修内容につ

いて

10%

お礼

7%

その他希望

24%

自由に要望等を記入
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図 1.3-31 試験問題例 

理解度確認試験 

 

１．坑内掘り炭鉱の特徴(長所、短所等)について、5 つ書け 

 

 

 

 

２．坑内にて起こる可能性がある重大災害を３つ挙げて、その内容を簡単に書け 

 

 

 

 

３．坑内採掘技術を二つ挙げよ。 

 

 

 

  

４．危険予知でヒューマンエラーの防止の手法と内容を線で結んで下さい。 

・危険予知訓練 ●    ●よい人間関係を作る（御安全に） 

・指差呼称 ●     ●フェイル・セイフ、フール・プループ、バックアップシステム 

等エラーが災害、負傷に結びつかないようにする 

・ヒヤリハット報告 ●    ●危険に対する感受性高める 

・挨拶運動 ●    ●個人の成長、価値観の育成 

・改善運動 ●    ●失敗情報の共有化  

・安全小集団活動 ●    ●注意の喚起 

 

 

５．坑内掘り炭鉱に予想される鉱害（環境影響）を 2 つ挙げよ 

 

 

 

６．通気の重要な目的を 3 問答えなさい。 

 

 

 

7．プロジェクトの評価の方法を 3つ挙げよ 

 

 

 

 

8．選炭で出来る事を２つ記せ 
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図 1.3-32 理解度試験結果まとめ(全研修平均) 

       

写真 1.3-1 採掘技術授研修風景       写真 1.3-2 ガス炭塵爆発災害事例 

(平成 28年 10月 15日 10時:バンカブリトゥン大学)      (平成 28年 1月 14日 15時:バンドンイスラム大学) 

       

写真 1.3-3 危険予知訓練と呼指呼称        写真 1.3-4 通気観測技術研修風景 

(平成 27年 11月 11日 15時:アカミガス高等専門学校)     (平成 27年 12月 1日 9時:パダン工業技術大学) 

 

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

保安技術

通気保安技術

機電技術炭鉱開発技術

選炭技術

理解度確認試験結果全研修平均

全研修平均
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         写真 1.3-5 鉱山評価研修風景     写真 1.3-6 機電保安技術座学研修風景 

     (平成 27年 12月 14日 14時:ムアラブンゴ大学)   (平成 28年 1月 28日 9時:パダン大学) 
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表 1.3-37 研修実績一覧表(2015) 

研修項目 細目 内 容 期 間 研修生数 

選 炭 環 境

保安研修 

保安技術 

 

 

 

 

 

 

通気保安技術 

 

 

炭鉱開発技術 

 

 

 

機電保安技術 

 

 

 

座学 

 

重大災害防止技術指導 

(坑内火災防止技術、ガス

炭じん爆発防止技術、自然

発火防止技術) 

災害事例教育指導 

 

 

 

 

通気技術指導 

 

 

 

 

 

鉱山設計技術指導 

 

 

機電設備管理技術 

 

ムラワルマン大学 

9/29 - 10/1 

バンカ・ブリトゥン大学 

10/12-10/16 

アカミガス高等専門学校 

11/10-11/13 

スリウィジャヤ大学 

11/16 - 11/19 

パダン工業技術大学 

11/30 – 12/3 

サワルント保安研修 

12/7 - 12/8 

ムアラブンゴ大学 

12/14 - 12/16 

バンドンイスラム大学 

(1回目)  

1/12 - 1/15 

パダン大学 

1/25 - 1/28 

アディタマスラバヤ工科大学 

2/2 - 2/5 

バンドンイスラム大学 

(2回目) 

2/9 - 2/13 

11 

 

37 

 

36 

35 

29 

 

37 

 

16 

 

43 

 

37 

 

 

48 

 

40 

 

40 

選炭技術 

 

選炭工場管理技術 

廃水管理技術 

ムラワルマン大学 

9/29 - 10/1 

バンカ・ブリトゥン大学 

10/12-10/16 

アカミガス高等専門学校 

11/10-11/13 

スリウィジャヤ大学 

11/16 - 11/19 

パダン工業技術大学 

11/30 – 12/3 

サワルント保安研修 

12/7 - 12/8 

ムアラブンゴ大学 

12/14 - 12/16 

バンドンイスラム大学 

(1回目)  

1/12 - 1/15 

パダン大学 

1/25 - 1/28 

アディタマスラバヤ工科大学 

2/2 - 2/5 

バンドンイスラム大学 

(2回目) 

2/9 - 2/13 

11 

 

37 

 

36 

35 

29 

 

37 

 

16 

 

43 

 

37 

 

 

48 

 

40 

 

40 
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1.3.2 研修項目別目標と効果 

 

研修項目 目的・目標 研修効果 

石 炭 保 安

技術研修、

石 炭 分 析

研 修 及 び

選 炭 環 境

技術研修 

保安技術 坑内巡回検査における保

安確保のための点検事項

及び危険予知技術､重大

災害防止技術及び災害事

例教育の研修を実施し、

保安技術の啓蒙普及を行

う。 

409名の研修生に対して研修を実施。チェックシートに

基づく結果[評価 4.5、達成率 90%]。理解度確認試験

の結果[評価 4.0、正答率 80％]。以上の結果から、目

的･目標は達成できた。 

通気保安技術 通気技術の研修を実施

し、坑内通気技術の啓蒙

普及を行う。 

409 名の研修生に対して研修を実施。 チェックシート

に基づく結果[評価 4.6、達成率 90%]。理解度確認試

験の結果[評価 4.9、正答率 98％]。以上の結果から、

目的･目標は達成できた。 

炭鉱開発技術 

 

 

 

鉱山設計技術の研修を実

施し、炭鉱開発技術の啓

蒙普及を行う。 

120名の研修生に対して研修を実施。チェックシートに

基づく結果[評価 4.0、達成率 81%]。理解度確認試験

の結果[評価 4.4、正答率 88％]。以上の結果から、目

的･目標は達成できた。  

機電保安技術 

 

坑内掘炭鉱で必要な機械

設備管理及び電気設備管

理について研修を実施

し、機電保安技術の啓発

及び普及を行う。 

262名の研修生に対して研修を実施。チェックシートに

基づく結果[評価 4.2、達成率 84%]。理解度確認試験

の結果[評価 4.9、正答率 98％]。以上の結果から、目

的･目標は達成できた。 

選炭技術 

 

 

 

選炭工場管理技術及び廃

水管理技術の研修を実施

し、選炭技術の啓蒙普及

を行う。 

409名の研修生に対して研修を実施。チェックシートに

基づく結果[評価 4.5、達成率 89%]。理解度確認試験

の結果[評価 4.5、正答率 90％]。以上の結果から、目

的･目標は達成できた。  

全体効果  研修先と事前打合せを実施し、ニーズを確認。都度、研修カリキュラムを見直し

研修先の了解を得て研修を実施。研修実施後のアンケート結果より 94.6％の研修生

が今回の研修がためになったと回答。また、95.1％の研修生が、研修で得た知識を

今後活かせる自信があると回答。アンケート調査結果、チェックシートによる評価

及び理解度試験結果より、啓蒙普及が行えた。 

「評価」については「4 技術移転状況の確認」を参照。 
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2. 技術移転状況の確認 

2.1 研修生の評価 

 評価方法についてはチェックシート方式を使用して評価を実施した。研修生に対する動

機付けの評価については、チェックシートの内容について精査し、その結果研修生に対す

る動機付けの評価についてはチェックシート内の積極性(やる気)、研修態度の項目が動機

付けに該当すると判断し、動機付けの評価データとすることにした。 

 

2.2 方法  

 派遣指導員ごとに、技術研修の内容を整理し、研修生に対する動機付け項目及び研修項

目ごとに理解度を確認する。評価は 5：良く出来た、4：出来た、3：普通、2：余りできな

かった、1：できなかったの 5段階評価とした。また、チェックシートは実施項目ごとに作

成され、チェックシートの効率化を図るために複数の参加者をまとめたチェックシートと

した。 

現場指導チェックシートは担当技術ごとに作成し、テーマごとに 1枚のチェックシート

となる。チェックシートには研修生に対する動機付けの評価、研修項目ごとの理解度評価

が記載され、全体での総合点、更には平均点の点数が示され、技術指導員が行った研修内

容をどれくらい研修生が理解したかの目安とした。 

以下に本年度実施した例を示す。（表 2.2-1 GDM炭鉱での保安技術：鉱山救護隊） 

 

表 2.2-1 現地指導チェックシートの例 

 

 

 

 

 

炭鉱名

実施項目

研修期間 平成28年2月1日 ～ 　6名

平成28年2月9日 ～ 　6名

採点方法  →　５：良く出来た　４：出来た　３：普通　２：余り出来なかった　１：出来なかった　

副技術部長 採鉱 採鉱 機械 機械 電気 機電係長 採鉱 採鉱 採鉱 機械 電気
41才 31才 31才 24才 33才 24才 32才 35才 32才 29才 21才 32才

座学教育 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3
4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3
4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3
4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3
5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5
5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5
26 25 24 24 28 26 20 24 26 26 26 22

4.3 4.2 4.0 4.0 4.7 4.3 3.3 4.0 4.3 4.3 4.3 3.7

炭鉱名

実施項目

研修期間 平成28年2月1日 ～ 　6名

平成28年2月9日 ～ 　6名

採点方法  →　５：良く出来た　４：出来た　３：普通　２：余り出来なかった　１：出来なかった　

副技術部長 採鉱 採鉱 機械 機械 電気 機電係長 採鉱 採鉱 採鉱 機械 電気
41才 31才 31才 24才 33才 24才 32才 35才 32才 29才 21才 32才

実技教育 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
26 26 25 23 26 26 26 25 26 26 25 25

4.3 4.3 4.2 3.8 4.3 4.3 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2

研修内容 項目

職　名　等

態度

GDM 炭鉱

保安技術：鉱山救護隊座学

平成28年2月3日

平成28年2月11日

救護隊の基本知識

救護隊の心得

災害事例と災害発生時の処置

危険予知訓練・指差呼称

積極性（やる気）

合計

個人点数

研修内容評価点 4.1

GDM 炭鉱

保安技術：鉱山救護隊実技指導

平成28年2月3日

平成28年2月11日

研修内容 項目

職　名　等

合計

個人点数

研修内容評価点 4.2

救護隊の基本知識

酸素・カーライム充填手順

酸素呼吸器組立・酸素ボンベ取り替え着装手順

消化訓練・洗浄・手入れ方法

酸素呼吸器分解整備手順

積極性（やる気）・態度
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2.3 成果及び具体的な内容 

 

2.3.1 研修生に対する動機付け評価 

 前述したように、現場チェックシートより動機付け項目である積極性(やる気)及び研修

態度の項目を抜き出し集計し動機付けデータとしてまとめた。研修生に対する動機付けの

評価を下表に示す。 

 

チーム別 研修生に対する動機付け評価 

東カリマンタン

チーム 

 

 

採鉱・救護隊技術指導員 4名、機械技術指導員 3名、電気技術指導員 2

名により､各技術について専門分野別に GDM炭鉱従業員等 789名を対象

に坑内外において座学及び実技研修指導を実施した。動機付けに関して

研修生の積極性[評価点 4.6、達成率 92%]及び研修態度は[評価点 

4.7、達成率 94%]となった。 

西スマトラチー

ム 

 

 

採鉱技術指導員 1名、機械技術指導員 2名、電気技術指導員 1名により､

各技術について専門分野別に AICJ炭鉱従業員等 546名を対象に坑内外

において座学及び実技研修指導を実施した。動機付けに関して研修生の

積極性[評価点 5.0、達成率 100%]及び研修態度は[評価点 5.0、達成

率 100%]となった。 

選炭環境保安チ

ーム 

 

選炭環境技術指導員 2名、採鉱保安技術指導員 2名及び短期指導員 2

名により､大学等で 818名の研修生に対してセミナー形式の研修を実施

した。坑内掘り炭鉱の保安技術研修については全員初めて受講する研修

生であり、動機付けに関して研修生の積極性[評価点 4.4、達成率 88%]

及び研修態度は[評価点 4.3、達成率 86%]となった。 

 

2.3.2 インドネシア側の評価 

 2016 年 2 月 22 日に ETCMC で開催された成果報告会の席上において、ETCMC アデ

部長より、研修事業の内容は一般にも広める必要があり、インドネシアのためになるとの評

価が示された。 

また、選炭環境保安チームがアカミガス高等専門学校での保安研修開催時にはパ

レンバン･エクスプレス紙 2015年 11月 12日付で報道がなされた。 
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アカミガス高等専門学校長は、アカミガス高等専門学校鉱山学科の学生を研修す

るために JOGMECの専門家の来校を高く評価し、このチャンスを頂いたインドネシア

エネルギー鉱物資源省鉱物石炭教育訓練センターに感謝した。 
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Ⅲ まとめ 

 

インドネシアに我が国の炭鉱技術者等を指導員として派遣し、インドネシアの保安監督

者、炭鉱管理者及び技術者等を対象に、炭鉱、研修センター及び大学等において座学研修

を実施すると共に炭鉱現場での実地研修を実施した。 

現在、石炭の価格は下落しており、それに伴い供給面でも影響を受けるが、安定供給の

ために当該海外派遣研修業務が有効に作用するよう努力した。また、研修対象となる業務

については事故を起こさない、起こさせないよう保安確保に心掛けた。 
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