
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成２８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） 

 

委託業務報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２９年２月 
 
 
 
 
 
 
 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

委託先： 三井松島リソーシス株式会社 
 
 
 



  

本報告書の内容を公表する際は、予め独立

行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構

石炭開発部の許可を受けて下さい。 

電話 03-6758-8002 

 



要約 

 

事業件名 

平成２８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） 

 

本事業は、海外産炭国に対して、我が国の優れた石炭生産・保安技術の技術移転を行う

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

ものである。 

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

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

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

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

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

術、機電技術、保安技術、炭鉱開発技術及び選炭技術等の研修を行うとともに、行政機関

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

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

向上が期待される。
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Ⅰ 事業の概要 

 

1. 事業件名 

  平成 28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 

本事業は、海外産炭国に対して、我が国の優れた石炭生産・保安技術の技術移転

を行うことで、我が国における石炭資源の安定的な供給確保に繋げることを目的

とする。  

 

（２）事業の内容 

本事業の対象国であるインドネシアでは、今後、露天掘りから坑内掘りへの移行

が見込まれており、我が国の炭鉱技術者等をインドネシアに指導員として派遣し、

現地炭鉱技術者等を対象として技術移転を進めることで、インドネシアにおける

安定的な石炭生産に繋げる。 

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

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

採鉱技術、運搬技術、機電技術、保安技術、炭鉱開発技術及び選炭技術等の研修を

行うとともに、行政機関の職員や鉱山系大学等の学生に対して、セミナー方式での

保安技術等の研修を行う。 

また、本事業にかかる研修生に対して適切な動機付けが出来たかなど、インドネ

シア側の評価を確認する。 

 

１）インドネシアとの調整および研修サイトの選定に係る業務 

派遣研修内容、規模、期間、研修サイトの選定について相手国との調整に係る

業務を行う。 

２）研修準備に係る業務 

研修に用いる研修テキスト･資料を作成する。 

３）インドネシアでの現地指導業務 

炭鉱技術者等を対象とした現地指導を行う。 

 

（３）実施期間： 平成 28年 6月 6日～平成 29年 2月 28日 
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Ⅱ 事業の実施結果 

 

1. インドネシアにおける研修 

 

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

ムの３チームに分かれて、インドネシア国内にて研修事業を実施。 

 

 

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

AICJ炭鉱＝Allied Indo Coal Jaya（アライド･インド･コール･ジャヤ）炭鉱

氏　　名

12 21 31 23 4 24

12 21 31 23 4 24

12 21 31 23 4 24

12 21 31 23 4 24

12 21 31 23 4 24

12 21 31 23 4 24

12 21 31 23 4 24

12 21 31 23 4 24

13 21 1 23 5 24

12 21 31 23 4 24

13 21 1 23 5 24

12 21 31 23 4 24

12 21 31 23 4 24

12 21 31 23 4 24

12 21 31 23 4 24

12 21 31 23 4 24

13 21 1 23 5 24

12 21 31 23 4 24

12 21 31 23 4 24

24 28 4 12 5 9 11 15 14 18 7 15
特別講師

（採鉱保安）

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）

（機械坑内外全般）

西ｽﾏﾄﾗﾁｰﾑ
（AICJ炭鉱）

（ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ坑内外全般）

（採鉱坑内外）

（採鉱保安）

（電気坑内外）

（電気坑内外）

（採鉱坑内外）

（採鉱測量）

（採鉱救護隊）

（環境選炭）

（機械救護隊整備）

（機械坑内外全般）

（採鉱坑内）

（電気坑内外）

２　月

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）

炭   鉱   名 ９　月 １０　月 １１　月 １２　月 １　月

（採鉱坑内）

（電気坑内外）
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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※）が東カリマンタン地区の研修場所として選定し

た、グルバン・ダヤ・マンディリ（GDM）炭鉱において、現地指導を実施した。 

※ETCMC は、H28 年 6 月に HRDCGMC（Human Resources Development Center for 

Geology,Mineral and Coal：地質・鉱物・石炭人材センター）に組織変更（以下、HRDCGMC

として記載）。 

 

1.1.1 研修実施炭鉱の概要 

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

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

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

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

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

 

図 1.1-1 GDM炭鉱位置図（出所：各種情報より MMR作成） 

 

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

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

砕能力：400t/h）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。以来、2013年 5月

まで生産していたが、石炭価格が下がったため、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、坑口周辺のハイウォール及び坑口天井側壁のセメント
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吹きつけ、坑内の坑道セメントライニングを実施した後、同年 6月より RH掘進を開始した。 

現在の坑内展開は、RH2 台による機械化掘進を 2 先体制の 3 交代で実施しており、傾斜

6°から 9°で南斜坑を 464m、1目抜きを水平で 63.5m、2目貫抜きを 51.5m、3目抜き 53m、

傾斜 5°から 9°で北斜坑を 467m 掘進しており、揚炭経路を南斜坑のベルトコンベア揚炭

に切り替えて、南斜坑と北斜坑の 2箇所で掘進を実施している。全掘進長は 2017年 2月 11

日まで無災害で 1,099m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 

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

（2017 年 2月）を示す。 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

図 1.1-4 坑内現状図（2017年 2月） 

 

 

 (2）保安・生産 

2009 年 10 月から露天掘り採掘による生産を開始し、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。2014年 5月から坑内展開を開始し、RHによ

る完全機械化掘進を実施している。表 1.1-1 に 2014 年度から 2016 年度までの 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） 

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

露天掘り 60,950 387,120 433,150 426,770 83,940 0 1,391,930 
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 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  計 

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

負傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

                        

年度 2015年度 計  

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

負傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

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

                        

年度 2016年度  計 

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

負傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -   0 

掘進 0 16.0 34.0 48.5 36.5 90.5 56.5 69.5 13.0 58.5 24.5 - 447.5 

※2016年度実績は 2017 年 2月 11日まで 

 

(3）研修の目標 

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

生産開始を目的にして、以下の研修を実施。 

〈採鉱技術〉 

① 掘進技術：RH 切削方法等の運転操作、始業・終業点検等の RH 掘進、枠入れ、成る木の締め

上げ、施枠の直線化等。 

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

切り上げ等の荷抜き、当たり付け等。 

〈運搬技術〉 

①パンツァーコンベア（PC)管理技術：PC 新設・撤去、点検方法、故障復旧技術、部品整備、予備

品管理等。 

②ベルトコンベア（BC）管理技術：南斜坑の BC 点検方法、運転管理、部品整備、予備品管理、延

長、動力計算等。 

③ホイスト管理技術：ホイストの設置方法、点検方法、運転操作、維持管理、軌道管理、動力計算

等。 

〈機械技術〉 

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

②RH メンテナンス技術：RH の日常点検整備、故障対策、予備品管理、オーバーホール等。 

③各種機器の整備技術：コンプレッサー、エアーレバー、SDL、ハウサリット等の点検整備等。 

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

の維持管理、ケーブル接続、故障対策、改善技術等。 

②RH メンテナンス技術：RH の日常点検整備、故障対策、予備品管理、オーバーホール等。 

③坑内電気設備管理技術：坑内高圧電気室新設及び維持管理、SDL、ポンプ、各種スイッチ及び

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

④各種機器整備技術：各種スイッチ類、モーター、センサー類等の点検整備等。 

〈保安技術〉 

①保安技術：救急法、救護隊、重大災害防止、管理者の保安管理、天井側壁の打診点検等の保

安点検、規則の遵守等。 

〈通気技術〉 

① 通気管理技術：主要扇風機の新設、風管管理、ガス測定等のガス管理、風門作り、漏風防止

等。 

〈炭鉱開発技術〉 

①探査・測量技術：坑内ボーリング及びスライム解析法、坑道センター、腰線入れ、石炭層のコン

ター（等高線）の作図、トランシットによる測量、トラバース測量及び計算等。 

②坑内設計技術：目抜きの巻立枠の設計等。 

〈選炭技術〉 

①選炭設備管理技術：破砕機、振動篩機、ベルトコンベア、石炭船積み機等の設備管理技術。 

②廃水管理技術： 坑内水処理設備の管理、廃水分析等。 

③坑外設備の環境技術： 貯炭場及び捨て石場の管理、 騒音、振動防止技術等。 

以下に、表 1.1-2に平成 28 年度東カリマンタンチーム研修日程及びカリキュラム(案)を示

す。 

 

 

 

表 1.1-3平成 28年度東カリマンタンチーム研修日程及びカリキュラム(案) 

 

 

 

月

日付 28 29 30 3 10 11 12 13 14 17 18 19 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14

曜日 水 木 金 月 月 火 水 木 金 月 火 水 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火

GDM炭鉱研修

研修準備、現場状況把握

１．採鉱技術

①掘進技術

②保坑技術

③保安技術

④通気管理技術

⑤探査・測量技術

⑥坑内設計技術

２．運搬技術

①ﾊﾟﾝﾂｧｰｺﾝﾍﾞｱ管理技術

②ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ管理技術

③ﾎｲｽﾄ管理技術

３．機械技術

①排水技術

②RHﾒﾝﾃﾅﾝｽ技術

③各種機器整備技術

４．電気技術

①坑外電気設備管理技術

②RHﾒﾝﾃﾅﾝｽ技術

③坑内電気設備管理技術

④各種機器整備技術

５．選炭技術

①選炭設備管理技術

②廃水管理技術

③坑外設備の環境技術

2月9月 10月 1月11月 12月



 

9 

1.1.2 研修項目別事業実績 

(1)採鉱技術 

 1)掘進機械運転操作技術指導 

ａ.北斜坑 RH 掘進実技指導 

① 研修場所 

      GDM炭鉱北斜坑  

② 研修内容 

上段切削において、コンベア停止時間帯でも切削硬を流さないで切削出来るよ

うに、盤切削を最小限の掻寄せ幅の分だけを切削し、前進して切削する方法と天

井ベタ成木を実施するために梁上を均一に切削する方法を指導した。 

下段切削では、坑道の高さと切削ドラムの位置をしっかりと見極めることに加

えて掻寄せとアウトリガーの使用を調節しながら切削する方法及び RH本体の適度

な進入角度で切削する方法を指導した。 

左右壁側の残硬流しにおいては、切削ドラムで中央に寄せて流すなど RHの機能

を最大限に活かすように指導した。 

北斜坑現場では新規に導入した中国製 RHの使用に伴い、今までの日本製 RHと

の操作及び性能の違いを具体的に説明し、中国製 RHに沿った切削方法を指導し

た。 

  
     写真 1.1-1  RH操作説明指導      写真 1.1-2 RH上段切削指導 

   

b.南斜坑 RH掘進実技指導 

① 研修場所 

GDM炭鉱南斜坑 

② 研修内容 

RH運転操作においては、上下段切削及び天井不良時の高速・低速での切削の要領、

卸掘進時の軟弱な盤の走行運転、上段切削時の硬返り防止のため、石炭と硬層の境

目切削方法等の実技指導を実施した。下段切削時、残硬に水が含んで粘土状になっ

て第一コンベアに硬が付着するので、掻寄せを正逆運転に切替えながら、粘土状の

硬を小さくし、流すように指導した。 

RHの走行及び切削不能に陥る原因にもなる、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運転操作においては、作成した資料をもとにして座学指導、現場では作業員

に運転操作手順方法、盤打ち、盤調整、硬流し、ケーブル管理等の実技指導を実施

した。 
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       写真 1.1-3  RH下段切削指導       写真 1.1-4 RH上段切削指導 

   

 写真 1.1-5 SDL運転操作指導         写真 1.1-6タッチアンドコール指導 

 

2) 坑道掘進技術指導 

ａ.北斜坑掘進実技指導 

① 研修場所 

     GDM炭鉱北斜坑 

② 研修内容 

     掘進時の施枠においては、坑道傾斜に対し直角と垂直の 1/2の立前で施枠する

技術と各箇所の枠間に合った切張りを入れて立前修正をする方法を指導した。 

前突きにおいては、坑道中心に対して直角に施枠するように二等辺三角形の定

義による測定方法を指導した。 

     当付けでは、強度を増すために、従来の 10cm×5cm親成木から 10cm 角の親成木

に変更して当付けを指導した。 

             
写真 1.1-7 先受け指導              写真 1.1-8 脚入れ指導 

   

 

b.南斜坑掘進実技指導 

① 研修場所  

GDM炭鉱南斜坑                      

② 研修内容 
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安全に作業が出来るように、刎成木入れの実施及び先受け時の梁の傾き調整、

枠の前突き修正方法、傾斜に合った切張り入れ、各傾斜に合った枠立前の手順方

法、天盤を緩めない当付け固め、切張入れの直線化、施枠作業の中で最も重要で

ある枠の締め上げの実施、水箇所での間漏れ防止の当付け、天井ベタ成木入れ、

切羽のポンプ管理等の実技指実導を実施した。 

天井ベタ成木での当付けにおいては、通常の当付けをし、十分に締め上げた後

にベタ成木を入れる方法を指導した。 

刎成木入れにおいては、刎ね成木が天秤になるように、後方と前方に下駄等を

噛ませて矢板で締上げるように指導した。            

                                

写真 1.1-9 刎成木入れ指導      写真 1.1-10 天井当付け指導       

                    

写真 1.1-11 脚材立前修正指導           写真 1.1-12 脚枠当付け指導 

 

3) 保坑技術指導 

   ①  研修場所 

        GDM炭鉱北斜坑、南斜坑 

    ②  研修内容 

北斜坑3目貫下において、地圧の変化、成木の大きさ及び天井硬の切り落し不足から成

木折れ、初期的な枠の変形が見られた。 

そのため、天井、側壁硬をピック切付けし、荷抜き、成木差替え、当付け、枠締め上

げ（矢板による当付けの締め上げ）を指導した。 

また、併せて作業時の風管及びケーブル等の防護方法の手順も指導した。 

北、南斜坑において、地圧の変化、軟弱な下盤等からくる枠脚のせり出し、枠脚が斜

坑に対し卸側に移動する傾向が見られ、枠脚拡大及び枠脚修正等、枠立前修正を指導し

た。 

北、南斜坑共に、下盤の盤膨れが顕著に表れたため、SDLによる的確なバケット操作方

法を指導し、盤打ちによる坑道断面確保の指導をした。 
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また、盤膨れ防止対策として、水処理のための坑道溝割り、樋作り、バック作りを指

導した。 

 

 

 

 

 

 

 写真 1.1-13 成木差し替え指導                 写真 1.1-14 枠脚拡大指導 

    

 

 

 

 

 

写真 1.1-15 SDL盤打ち指導                写真 1.1-16 指導後のバック完成 

 

(2)運搬技術 

1)パンツァーコンベア(PC)管理技術指導 

a.PC駆動部整備指導 

① 研修場所 

     GDM炭鉱整備工場 

②研修内容 

整備工場にて、PCのドライブトラフの補修及び減速機分解整備を指導した。 

    a) ドライブトラフのチェーン捌き取り付け方法を、ピン留め方式（ピンの曲が

り及び脱落等の故障あり）から故障の少ないボルト締め方式に改善を図面で

指導した。 

    b) 減速機の1軸と2軸の傘歯車組立て時のバックラッシュについて指導した。 

    c) 組立て時のベアリング位置を固定するベアリング押さえと、ベアリングの隙

間をライナーで調整する方法を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真1.1-17～18 ギヤー位置調整及びベアリング隙間調整指導 

    d) 減速機のギヤーの枚数を確認して、減速比、出力軸の回転数、チェーンスピ

ード等について指導した。 
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    e) スプロケットの位置を固定する三日月は、スプロケットホイールが左右に動

くのを固定する大事な部品であり、ホイール変形、摩耗、スプロケット刃先

破損を防止するために必ず取り付けることを指導した。以下に図1.1-5～6に

ドライブトラフの図面とチェーン捌きの図面を示す。 

  
図 1.1-5ドライブトラフの図面          図 1.1-6チェーン捌きの図面 

             

          
              写真1.1-19～20 減速機4軸とホイール側の三日月取り付け箇所 

   

b.PC 現場管理及び故障対策指導 

① 研修場所 

     GDM炭鉱南斜坑及び整備工場 

② 研修内容 

PCの日常点検、維持管理及び終端トラフ改善を指導した。 

a) チェーンの長さの測定方法、チェーンピッチ及び許容範囲、チェーンの摩耗の許

容値等のチェーン整備基準について資料により指導した。 

b) チェーンボルトを締め付けたときにスクレッパーとシャックルの間に出来るギャ

ップは必要であるが、摩耗が発生して大きくなるとスクレッパー、シャックル、

チェーンがトラフ下鍔に引っかかる等のトラブルが発生することを指導した。 

c) チェーン捌きは緩み側のチェーンがホイールに噛込むのを防止のための物であり、

この隙間がチェーンの径以上あると緩み側のチェーンがホイールに噛込む事を指

導した。 

d) チェーンが伸びて左右の長さが違って 

チェーンが引っ掛かっていたので、チェ 

ーン取り替えを指導した。 

 

 

写真 1.1-21 PCチェーン取り替え指導 

三 日 月 取

り 付 け 箇

所 

三日月取り

付け箇所 
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e) PC新設、PC 撤去、PCオフサイドの点検及び取り替えを指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-22 PCオフサイド取り替え指導 

 

f) 今年度、中国より購入した終端トラフの構造が日本製と違い、下チェーン通りの

上側に張られた鉄板が盛り上がり、チェーン通りが狭くなって抵抗になって引っ

かかっていたので、チェーン通りが広くなるように盛り上がった部分を製缶作業

で平らにし、終端ローラー部付近まで鉄板を延長して張ることで、引っかからない

様に改善を指導した。 

g)  

              
               写真1.1-23～24 終端トラフ状況点検指導 

 
                 写真1.1-25 終端トラフ下側凸の部分を改善指導 

 

以下に図1.1-7終端トラフの図を示す。 

 

下側底板に凸部分

で下チェーン引っ

かかり 

膨らんでい

た部分 

底板Ａ 
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図1.1-7 終端トラフの図 

 

2) ベルトコンベア(BC)管理技術指導 

a.ベルトコンベア延長 

① 研修場所 

GDM炭鉱南斜坑1BC 

② 研修内容 

今回のベルト延長は全員が未経験であるため、研修資料（ベルト延長マニュア

ル）により保安に関する内容、及び細かな部分の手順等を研修事務所で指導し

た。その後、現場で具体的に指導をした。 

   
                写真1.1-26～27 ベルト延長マニュアルでの座学指導 

a) ベルト延長の準備作業として、ベルト挟み及びソリの製作を指導した。以下に図

1.1-8にソリの図面を示す。 

 

膨れていた部

分 

修正及び改善

箇所（青線） 

この部分は溶接で

つないでいた部分

（赤と黒の線） 
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図1.1-8ソリの図面             写真1.1-28 ベルト挟み作成指導 

b) 作業を始める前に必ずメーンスイッチを切り運転禁止札を取り付ける事を指導し

た。 

c) テンション部でベルト緊張を解き、落ち口近くでベルトを切るときにベルトが流

れないようにベルト挟みを取り付ける事を指導した。 

d) ベルトを切る前に、ベルト落ち口より１０ｍ付近の上ベルトに、ベルト挟みを取り

付ける様に指導した。また、下ベルトも同様に駆動部前に取り付けを指導した。 

e) その後ベルトを切り、旧ベルトと新しいベルトをファスナーでの接続を指導した。 

f) 終端部をサイドダンプで牽引しながらベルトを入れ込むため、終端部架台脚元４

隅が牽引時に盤に埋まる可能性があり、埋まらないように制作したソリ取り付け

と落ち口側ファスナー接続とを並行して実施する様に指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真 1.1-29 ソリ取り付け指導 

g) ベルトをサイドダンプでの牽引を指導し、順調に所定位置まで移設を完了した。 

h) ベルトを吊り上げてフレーム、スタンド、キャリア台の取り付けを指導した。 

         
          写真 1.1-30～31 キャリア台、フレーム等の取り付け指導 
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i) フレーム通り、及びスタンド傾き修正（レベル出し）を指導した。 

   
写真 1.1-32～33フレーム等の修正指導 

j) ベルト加硫を一箇所完了し、もう一箇所のファスナー接続箇所の加硫を行うため

にテンション部でベルト緊張を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真 1.1-34テンション部ベルト緊張指導 

k) 試運転時の運転方法、各所点検及びベルト修正等を指導した。 

 

3) ホイスト管理技術指導 

a.ホイスト設置技術指導 

① 研修場所 

     GDM炭鉱南斜坑坑口及び会議室 

② 研修内容 

     GDM 炭鉱の機材運搬は SDL により運搬していたが、ホイストによる軌道運搬に切

り替えるため、南斜坑坑口に 50HP直巻きホイストの据え付け、巻揚機の動力計算、

運転操作の指導を実施した。 

a) ホイストの据え付け、ロープ巻き取りを指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真1.1-35 ホイスト基礎工事指導     写真1.1-36ロープ綱締め指導 
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b) 運搬の重要性、ワイヤーロープ、斜坑巻きの動力計算、逸走防止設備基準、函操

作及び函操作関連設備の保守管理等について座学指導した。 

c) ホイストの棹取りと巻き方の教育資料により、運転操作について以下の教育指

導を実施した。 

     繰り込み、作業前現場状況を把握して作業手順方法等の現場ミーティングを必

ず行うことを指導した。 

函操作作業巻き方の遵守事項、運転前のホイスト固めの状態確認及びホイスト

の始業点検実施及び油量を確認する事を指導した。 

棹取から送信されたら合図通りに操作し、合図が不明確の場合は、次の合図が

分かるまで操作しない事を指導した。 

また、点検及び函操作時、異常を確認したら直ちに運転を止めて連絡をするこ

とを指導した。 

棹取の遵守事項、コース元の位置確認とコース元付近のロープ素線の点検を実

施した後、合図をすることを指導した。 

コース元の連結及び函と函との連結等は、指差呼称で確実に実施することを指

導した。函を編成操作する場合は、決められた定函数を守ることを指導した。 

運搬作業において、違反行為が原因による災害が発生しているものが大半であ

る。どの作業でも言えることであるが、作業規格は必ず守ることが肝要である事

を指導した。以下に巻き方と棹取りの注意事項を示す（表 1.1-4）。 

 

表 1.1-4巻き方と棹取りの注意事項 
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b. 車道敷設技術指導 

①  研修場所 

       GDM炭鉱南斜坑及び坑口 

②  研修内容 

       GDM炭鉱で初めての軌道運搬設備の車道敷設が着工されたことから、敷設前の整盤作

りの指導からはじめ、坑口での曲線部(引き込み線)の車道敷設、直線部の車道敷設につ

いて指導した。 

曲線部では、カーブの曲げは小まめにまんべんなく曲げ、軌道間隔をやや広く、且つ

内側のレールをやや高く敷設すること、直線部の敷設においては、軌道間隔(GDM炭鉱は

61㎝)及び両レール水準の厳守、スクリュウボルトの締め付け、仕上げの道床作り等を現

場指導した。 

また、斜坑軌道完成、運転前の諸保安装置設置の必要性についても併せて指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真1.1-37 坑口での車道敷設指導       写真 1.1-38 坑内での車道敷設指導 

 

 (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 

     坑内の水処理について、主要ポンプ座計画、自然流下による集水、切り羽周辺の

水処理、溝割り、バック及びポンプ管理、バケットコンベアによる粉炭処理、水中

ポンプの整備等について指導した。 

現在の総湧水量は 30L/min（北斜坑側 10L/min、南斜坑 20L/min）と少量であるが、

3目貫 PCにスクリーントラフを 3枚切り込み、3層バックを掘りポンプとバケット

コンベアを据え付け粉炭処理と水処理を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

    写真 1.1-39 ポンプ座計画指導       写真 1.1-40 バケットコンベア管理指導 
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写真 1.1-41 ポンプ点検指導           写真 1.1-42 水中ポンプ整備指導   

 

図 1.1-9に GDM炭鉱坑内排水系統図を示す。 

 

 

図 1.1-9 GDM炭鉱坑内排水系統図 

GDM炭鉱　坑内排水系統図
 2017/2/1 現在 　　南坑口

           　　坑口－9.5m
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2) RHメンテナンス技術指導 

a. RH切削伸縮部点検整備指導 

 ① 研修場所 

      GDM炭鉱北斜坑及び坑外整備工場 

② 研修内容 

   今年度導入した中国製 RH2 号機の切削伸縮部の異音点検、故障復旧及び故障原因

調査を指導した。 

a) RH2号機の運転時の作動状況、音等の点検方法を指導した。 

b) RH2号機の切削部伸縮筒付近で下段切削時に異音がするが、上段切削時には異音が 

消えるので、切削減速機からドラムまでの動力伝達系統以外の原因で異音が発生して

いることを指導した。 

c) RH切削部伸縮筒よりの異音の原因を確認するため、ドラムを外して伸縮筒のボルト緩 

みや変形等の点検を指導した。 

d) フローティングシールカバーを外してベアリング及びフローティングシールの点 

検を指導した。 

e) フローティングシールを点検し、押さえゴムに少し変形があるが問題ないので、清掃し

て再使用するように指導した。 

f) 伸縮筒のドラム駆動軸のフローティングシール押さえ金具のシールが破損し、シール取 

      り付け部は泥が詰まって固まっており、清掃してシールの取り替えを指導した。 

     
  写真1.1-43 シール取り付け指導     写真1.1-44 シールカバー取り付け指導 

g) シール取替え後に、ドラムを取付けて試運転をしたが、運転時の異音は小さくなり運

転には支障はないが、完全な改善は出来なかったので、伸縮部一式の取り替えを提

案し、切削しての試運転及び点検を指導した。 

h) 当初は順調に切削していたがドラムが停止し、伸縮を延ばすとカツンと音がしてドラム

回転するが、再度伸縮を縮めると停止し、切削部伸縮筒が根元まで縮まらないので内

部異常と判断し、分解点検を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真1.1-45 伸縮筒が元に戻らなくなった状態 

無数の傷箇所 
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i) 伸縮部を外すと切削減速機のギヤーの1枚がノックピン穴箇所で一部破損し、ノックピ

ンは内部伸縮スプライン筒に噛み込み、筒の方向が変わった状態で固着状態にな

っていた。ギヤーの一部が破損していたが、ギヤーがスプライン筒と噛み合いノックピ

ンで固定のため強度に影響がないので、ノックピンの固定を確実に行えば使用できる

事を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

                    写真1.1-46 減速機スプライン破損状況点検指導 

 

j) 噛み込んだノックピンを外して、ピンをギヤーに入れて長さを確認したところ、

ピン抜け止めプラグで押さえると連結ピンのギヤーへの掛かりが少なかった。そ

のためノックピンを長目に製作して組み立てを指導した。 

  
写真 1.1-47 挟まったピン          写真 1.1-48 ドラム取り付け指導 

k) RH2 号機の運転状況、切削時の音・振動等の点検を指導し、異常がないことを確認し

た。 

l) 整備工場にて RH2号機切削伸縮部分解及び故障原因調査を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-49 切削伸縮部分解調査指導 

m) ベアリングハウジングにグリースが少ししか入っておらず定期的な注油をするよ

うに再度指導した。（規定量は 6リッター） 

n) 伸縮筒外側ケーシングのボルトで固定しているガイドブロックの上側の真鍮部分

が摩耗で無くなり本体まで異常摩耗し、ボルトが緩んでいた。 

 

スプライン破損部 
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写真 1.1-50 ガイドブロック摩耗部 

 

o) 異音の発生原因は、ガイドブロックの摩耗と取り付けボルトの緩みにより、下盤

を切削するときの反力で振動し、ガイドブロックと移動ガイドが接触して異音が

発生していた事を指導した。 

  

b. RH切削伸縮部ベアリング破損の原因調査及び改善指導 

① 研修場所 

    GDM炭鉱坑外整備工場 

② 研修内容 

修理工場にて今年度導入した RH2号機の切削伸縮部ベアリング破損の原因調査を

指導した。RH2 号機の切削伸縮部のフローティングシール押さえカバーは、切削ド

ラム取り付けボルトを締め付ける事で、フローティングシールを押さえる構造であ

り、切削ドラムボルトが緩むと、シール部から泥水が入り込み故障の原因になった

事を指導した。 

RH1 号機はフローティングシール部をカバーで押さえてボルトで固定しており、

切削ドラムボルトが緩んでもフローティングシール部より泥水等の入り込みが無

いので、1号機と同じ構造にすることを提案し、改善を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-51 機材測定指導             写真 1.1-52 中国製外筒外し指導    写真 1.1-53 三作製外筒取り付け指導 

 

 

 

  

 

 

 

 

写真 1.1-54～55 ベアリングカバー、シールブラケット等のチェック指導 
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a) RH1号機のドラムは径が大きく切削しやすいため、RH1号機のドラム取り付けが可能

か測定を行い、RH1号機ドラムを使用できる事を指導した。            

b) グリースガンを使用してグリースの通路を確認するように指導した。 

c) フローティングシール押さえカバー取り付け箇所のボルト穴タップ立て整備、フロ

ーティングシール取り付け確認を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真 1.1-56ボルト穴タップ立て整備指導     写真 1.1-57 フローティング確認指導 

d）不良ビットの外し及びビットボックスの整備を 

指導した。 

 

 

 

 

写真 1.1-58 ドラム整備指導 

e) フローティングカバー製作後に取り付け指導を 

した。 

 

 

 

 

写真 1.1-59 フローティングカバー押え取り付け指導 

f) ドラム整備後、チェックのため伸縮部シャフトに 

ドラムの取り付け確認の指導を行った。 

 

 

 

 

写真 1.1-60ドラム取り付け指導 

   g) ビットボックス穴の整備後、ビット取り付け及 

びスナップリングで固定を指導した。 

 

   

 

                     

  写真 1.1-61ビット取り付け指導 
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c. RHの日々のメンテナンス指導 

    ① 研修場所 

      GDM炭鉱坑内、研修教室 

② 研修内容 

今年度導入したRH2号機の点検整備を指導した。 

     a) RH2号機導入の当初から切削左右バランス弁Ｏリング箇所から漏油があり、Ｏリ

ングを取り替えても頻繁に油漏れを起こすので原因調査及び改善を指導した。 

・シリンダー関係の戻り圧力及びフイルターの点検を指導した。（異常なし） 

・取替え済みのバランス弁をチェックし、Ｏリングが大きすぎてリリーフ弁の所

定の位置まで収まらない状態を確認した。サイズの小さいＯリングを取り付け

ると定位置まで入ることを確認し、Ｏリングのサイズを変更することを指導し

た。その後、漏油をしなくなり改善した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真1.1-62左右バランス弁点検指導    写真.1-63 Oリング取り替え整備指導 

     b) RH2号機の第2コンベアベルトの各所点検及びベルト接続金具によるベルト繋ぎを

指導した。 

     c) RH1号機の掻寄減速機の点検及び取り替えを指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真1.1-64掻寄減速機取り替え指導 

d) RH1号機の掻寄減速機の分解整備を指導した。 

  

 

 

 

 

 

 

                写真1.1-65掻寄減速機整備指導 

     e) 各所点検及び給油等の日常管理について指導した。 
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3)各種機器の整備技術指導 

a. 主要扇風機設置指導 

    ① 研修場所 

      GDM炭鉱北斜坑坑口 

② 研修内容 

  北及び南坑口に扇風機を据えて吹き込み通気を行っているが、吸い出し通気に変

更を行うため、北坑口に主要扇風機の主扇(60HP)と予備扇(30HP)の設置を指導した。 

a)北坑口に設置したアラムコ鋼の通気ダクトに Y字型 

の通気ダクトの取付けを指導した。 

 

 

 

写真 1.1-66Y字型の通気ダクト取り付け指導 

 

b)Y 字部を取付けるためにチェーンブロックと手巻きレバーの操作をする時は体の

位置に注意するように指導した。 

c)扇風機を据付け運転するとダクトに負圧が掛かり、漏れがあると大気を吸い込ん

で坑内の風量が減少するので気密性に注意して溶接するように指導した。 

d)主要扇風機のケーシングとファンの羽根の接触、穴あき箇所等の補修を指導した。 

 

e)通気ダクトのスタンド取り付け位置等を図面で確認 

して指導した。 

 

 

 

写真 1.1-67通気ダクトのスタンド取り付け指導 

f)主要扇風機の取り付けを指導した。 

 

 

 

 

写真 1.1-68 主要扇風機設置 

g)主要扇風機運転時に北坑口より通気を吸い込むのを 

遮断するため、北斜坑坑口に鉄製風門の設置を指導 

した。 

 

 

写真 1.1-69鉄製風門設置指導 

h)北斜坑坑口の鉄製風門取り付け時の漏風防止として、扉と盤の間からの漏風を防

止する方法として、門の下にベルトの取り付け及び鉄製風門の枠の隙間をシリコン

シールでコーキングする事を指導した。 
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4) 坑外電気設備管理技術指導 

①研修場所 

      GDM炭鉱坑外施設 

②研修内容 

坑内 2目貫貫に電気室を設置するための高圧関係の座学を行い、それに関連する

坑外に必要な設備の設置を指導した。具体的には坑内に高圧（3,300v）を送電する

ための 2,500kVA 昇圧トランスを発電所に設置し、一次側、二次側のケーブル接続と

配電盤の接続の指導を行った。研修生にとって高圧関係の工事は始めての経験であ

り、基本から丁寧に指導を行った。 

以前より計画していた主要扇風機の運転に使用する電磁開閉器の選定に当たり、

必要な仕様の検討を指導した。また主要扇風機（60HP）予備扇風機（30HP）の接続

試運転の指導を行った。従来使用していた局部扇風機の電磁開閉器は防爆型であっ

たため主扇運転時に坑内に準備する局部扇風機用の電磁開閉器が不足するため、非

防爆の電磁開閉器の購入を指導して併せて電磁開閉器の取替えの指導を行った。そ

の後主要扇風機の運転に際してインターロックの検討と接続替えの指導を行った。 

これまで坑内外の電源と坑口事務所用の電源が一緒であったので、事務所だけ別

トランスにするとして発電所に 25kvaトランスの設置と接続、試送電、電圧チェッ

クの指導を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-70 高圧工事座学指導      写真 1.1-71 2,500KVA昇圧トランス接続指導 

 

 

    

     

 

 

 

写真 1.1-72 主要扇風機接続指導      写真 1.1-73 局部扇風機の電磁開閉器取替え指導 
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5) RHメンテナンス技術指導 

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・改善指導を行った。中国製の RH2号機が

導入され、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。また日常点検箇所の教育も行った。 

         RHが順調に稼動して坑道長が長くなり電圧降下対策が必要になってきていたた

め、坑内 2目貫貫電気室を新設して、電源を坑口電気室から 2目貫貫電気室に変更

する工事の指導を行った。中国製 RHは電圧が 660Vでケーブルの構造が従来と違う

のでその接続方法も新たに指導を行った。 

     また中国製 RHのケーブル損傷の事故がありその原因追及と対策として RH本体に

取り付け方法の変更をするよう指導を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      写真 1.1-74 RH日常点検教育指導      写真 1.1-75 RHケーブル配置換え指導 

 

6) 坑内電気設備管理技術指導 

① 研修場所 

      GDM炭鉱坑内施設 

② 研修指導内容 

坑内 2 目貫電気室の新設指導を行った。高圧スイッチ 5 台、変圧器 3 台、低圧

用メーンスイッチ及び電磁開閉器の搬入設置の指導を行った。その後高圧機器の接

続を指導し坑外から 3,300V の送電の指導を実施した。2 回線であるため 2 目貫電

気室にて相合わせの指導を行った。変圧器も接続して送電を行い、負荷側の電圧を

確認し、中国製変圧器の電圧が高いので、タップの切替えを行い、順次負荷の切替

え作業の指導を行った。 

主要扇風機の運転開始に伴い、坑内局部扇風機の接続、運転とインターロックの 

    変更の指導を行った。 

     坑口電気室より 2 目貫電気室に北斜坑、南斜坑の RH、SDL、ポンプ等の負荷替え

の指導を行った。 

     南斜坑のベルト延長に伴い操作スイッチの延長、非常切スイッチの増設の指導を 

    行った。図 1.1-11に電気室配線図を示す。（写真 3.1-76～81参照） 
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図 1.1-11坑口電気室配線       
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写真 1.1-76 高圧配電盤ケーブル入れ込み指導     写真 1.1-77 高圧ケーブル相合わせ指導    写真 1.1-78 高圧トランスタップ切替え指導 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-79 高圧トランス負荷電圧チェック指導    写真 1.1-80 ベルト保安装置移設、接続指導    写真 1.1-81 ガス、局扇インター接続指導 

 

7) 各種機器整備技術指導 

  ① 研修場所 

       GDM炭鉱坑内外施設 

  ② 研修指導内容 

中国から購入したメーンスイッチや電磁開閉器は、これまで使用していた機器

と構造などが異なるので坑外にて動作試験の指導を行った。 

SDLやロードヘッダーの制御盤内部点検する際に、その構造について指導を行っ

た。 

インドネシア国内で調達した主要扇風機及び予備扇風機、局部扇風機に使用す

る電磁開閉器（非防爆型）の動作試験を指導した。 

   250HPエアーコンプレッサー内コンタクターの接触子の吸引力を調査し、ペーパ

ーで削り吸引力が平均的になるように片減りの調整を指導した。また、コイルに電

源を入れ各接点の導通確認を指導した。 

        

    

 

 

 

 

 

 

           写真 1.1-82 電磁開閉器動作試験指導    写真 1.1-83 SDL制御盤内部点検指導 
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            写真 1.1-84 15kw電磁開閉器動作試験指導   写真 1.1-85 コンタクター接触子整備指導 

(4)保安技術 

1) 鉱山救急法技術指導（座学、実技） 

①  研修場所  

GDM炭鉱研修室及び坑外 

②  研修内容 

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、骨折の手当て、罹災者の救出法（危険な場所からの移

動）、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。 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-86救急法座学指導   写真 1.1-87三角巾の八つ折り指導   写真 1.1-88止血帯指導 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-89副木使用上腕骨折指導  写真 1.1-90担架罹災者搬送指導 写真 1.1-91レサシアン心肺蘇生法指導 

 

2 ) 鉱山救護隊技術指導（座学、実技） 

①  研修場所 

      GDM炭鉱会議室、GDM炭鉱坑外 

 ②  研修内容 

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

気密を図る為の煙探検、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。 
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写真 1.1-92カーライム充填方法指導    写真 1.1-93煙探検       写真 1.1-94組立着装方法指導 

  

 

 

 

 

 

写真 1.1-95歩行訓練指導     写真 1.1-96ノコ引き指導     写真 1.1-97酸素ボンベ取替え指導 

 

 

 

 

          

写真 1.1-98急造担架にて罹災者搬送指導 

 

3) 保安管理技術指導 

①  研修場所 

      GDM炭鉱会議室、北斜坑、南斜坑 

②  研修内容 

座学指導では、重大災害防止(ガス爆発、炭じん爆発、坑内火災、自然発火、出

水、山はね等)、管理者の保安管理、規則厳守等について指導した。 

現場指導では、各所坑道での天井、側壁の打診・点検及びその処置方法について

指導した。 

 

 

 

 

 

 

 写真 1.1-99保安座学指導        写真 1.1-100天井打診・点検指導 

 

(5) 通気技術 

1) 通気管理技術 

①  研修場所 

        GDM炭鉱北斜坑、南斜坑 
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②  研修内容 

          主要扇風機設置に関しては、扇風機運転時の各風門個所からの漏風防止の指導 

を運転前より実施し、主要扇風機を運転し通気変更後、斜坑 2 目貫の局部扇風機

設置に伴う分量門作り、その周囲の漏風防止等を現場指導した。 

     風管管理については、風管布設時の風管接続直線化、吊架方法、風管補修等を 

現場指導した。 

通気管理については、独立分流の重要性、漏風防止対策、風管先風量測定方法、 

掘進先の風量確保等についても、座学指導した。 

     通気管理に伴うガス管理について、メタンガス測定方法も現場実技指導を実施 

した。 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-101 風管つなぎ指導       写真 1.1-102ガス測定指導 

 

 (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 

坑内展開に必要な巻立枠の設計のため、教材を使用して枠種の選定法、枠間の決

定法、傾斜に合わせた脚材の寸法の算出法、回し枠部の左右の枠間算出法等の設計

指導を実施した。図 1.1-12に研修用巻立て枠図を示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 1.1-12 研修用巻立て枠之図 

写真 1.1-103～104 坑道設計座学指導 
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2) 探査測量技術 

ａ.坑外トラバース測量実技指導 

①  研修場所 

坑口付近及び坑外施設各所 

②  研修内容 

坑口付近の基準となる測点の維持管理が今後の坑内展開に及ぼす影響を説明し、

坑内と直結する重要なチェック測量を指導した。 

ホイスト基礎土積み計画測量においては、計画の座標チェック、視準器の気泡合

わせ方の重要性を指導した。車道敷設測量は、計画の敷設座標の位置付け、敷設状

況計測、敷設完成後の計測方法を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-105 坑外測量指導    写真 1.1-106 機器据付け指導   写真 1.1-107 器機へのデータ入力指導 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-108視準器の気泡あわせ指導  写真 1.1-109 車道敷設測量指導   写真 1.1-110車道敷設測量指導 

 

ｂ.坑内トラバース測量実技指導 

①  研修場所 

 北斜坑及び南斜坑 

②  研修内容 

今回は、重圧による影響を受けて、坑内各所で測点のズレが生じているため、許

容範囲内のズレの測点を使用するよう説明し、重圧の少ない箇所の測点まで戻っ

て測量する様に指導した。 

a)天井に設けた測点を地盤に移す作業の中で、測点（釘）に吊るした錘球の末端を

地盤の測点（釘）に合わせる方法を指導した。 

    b)機器（トランシット）の据付作業中で機器の標高測定の重要さを指導した。 

   c)機器へのデータ入力のダブルチェックを指導した。 

   d)自動観測後の微調整の指導、新たに天井に測点の設け方を指導した。 

    e)機器（トランシット）の据付を指導した。 

     車道敷設測量においては、南斜坑坑口からの敷設測量のため測点の誤差も許容
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範囲内での坑口の測点を基準にしての指導を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-111 天井に測点の設け方指導   写真 1.1-112地盤へ移す指導  写真 1.1-113 機器へのデータ入力指導 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-114機器の標高測定指導    写真 1.1-115 軌道位置計測指導   写真 1.1-116車道敷設基準点設置指導 

 

ｃ. 坑内測量法（座学） 

①  研修場所 

 GDM会議室 

②  研修内容 

トラバース測量では高精度を要求され、それらの測点を使って更に坑道を展開

することが多いため、測量結果を計算した後に（閉合誤差 ・閉合比「精度を表す」

より実施した測量の精度が判る）発生した誤差をそれぞれ調整する必要があるた

めに、閉合誤差と閉合比の算出法を教育した。 

D 層に着炭した際の沿層坑道のコンター線及び払作り完了後の採掘範囲のコン

ター線の作図法も教育指導した。 

     更に炭層の走向、真傾斜の算出法も教育指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-117～118坑内測量法座学指導 

 

 d. 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 
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トランシットを使用して計画方位角のズレを補正した後、中心線（方位角）を 

鋼枠に付ける方法とクレモナロープを使用しての中心線を付ける作業の指導を実

施した。腰線延長作業はクレモナロープの緊張、傾斜器の取り付け位置及び目視す

る目の高さ、基準線の付け方を指導した。更に傾斜器の管理方法及び調整法を指導

した。 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-119 中心線延長指導        写真 1.1-120腰線延長指導 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-121 レベル合わせ指導     写真 1.1-122腰線付け指導 

 

ｅ. 施枠及び間枠の位置、形状測定技術 

①  研修場所 

   南斜坑及び北斜坑 

②  研修内容 

トランシットを使用して、測点の座標、標高を基にして施枠の位置及び形状

（鋼枠の 5箇所）を 5枠毎に 1枠を計測する作業と掘進切羽と間枠においては 1

枠毎に新しく施枠した全枠を計測する測量を指導した。特に機器の据付けの際に

生じる誤差を説明し、機器の据付け作業の重要性を指導した。 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-123 器機操作指導        写真 1.1-124 枠形計測指導 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-125枠形状計測指導       写真 1.1-126 枠形状計測指導 
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f.ベルト布設基準線付け指導 

①  研修場所 

   北斜坑 

②  研修内容 

ベルトの基準点付けにおいては、北斜坑の BC敷設用で北坑口から 300m間を 10m

毎に 1 箇所の間隔で、トランシットを使用して一直線上に設ける測量の指導を実

施した。 

少しでも曲がりを生じると、ベルトを布設した際に片寄りの現象が出ることも

指導した。 

 

 

 

 

 

写真 1.1-127 基準点合わせ方指導     写真 1.1-128基準点合わせ方指導 

 

(7) 選炭技術 

1) 選炭設備管理技術 

① 研修場所 

GDM炭鉱クラッシング工場、船積み設備、GDM炭鉱会議室 

   ② 研修内容 

GDM 炭鉱のクラッシング設備と船積み設備の、振動篩機、破砕機、ベルトコンベ

ア等の構造と機能について研修資料と実機において指導を行った。 

振動篩機は原炭から粉炭と大・中塊炭を篩分ける機械であり篩目は販売炭（精炭）

の最大粒度以下に調整する事を指導した。 

破砕機（ダブルロールクラッシャー）は振動篩からのオーバーフローした大・中

塊炭を精炭粒度まで破砕する役目をするものでローラー間隔の調整による粒度設

定法等を指導した。 

ベルトコンベア等の機器については、現場にて運転前後の点検法、軸受けへの給

油、BCローラー類の手入れ等の整備及び運転記録簿の記入等の指導を行なった。 

また、石炭選別技術及び品質管理技術の研修を、日本での選炭、GDM 炭鉱近隣の

選炭工場での選炭法及び石炭分析法等の資料を用いて座学研修を行った。以下、図

1.1-13に篩機の構造図を示す。 
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図 1.1-13篩機の構造図 

  

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-129選炭設備機器の構造と機能についての研修指導  写真 1.1-130振動篩機の篩目についての指導 

 

 

      

  

 

 

 

 

写真 1.1-131           写真 1.1-132                 写真 1.1-133 

ダブルロールクラッシャーの構造  隙間調整ボルトでの破砕粒度設定法の指導    各機器の点検整備指導 

  

 

        

 

 

 

 

 

写真 1.1-134運転記録簿記入指導      写真 1.1-135選炭技術・品質管理技術の座学指導 

 

2） 廃水設備管理技術 

① 研修場所 

GDM炭鉱坑内外廃水設備、GDM炭鉱会議室 

   ② 研修内容 

座学にて廃水試料採取法と廃水流量測定法を行うと共に、総合排水口及び坑内

各所の現場において実技指導を行い、測定結果の掲示及び記録等を指導。 

廃水処理法及び廃水分析の研修資料で座学研修を行うと共に、各廃水処理設備

を点検し不良個所の整備、水位測定管理記録、坑内揚水の沈殿池設置等を指導。 
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写真 1.1-136 廃水試料採取法の座学指導     写真 1.1-137 流量測定法の座学指導   写真 1.1-138 総合排水口試料採取と流量測定指導 

 

 

 

 

 

写真 1.1-139 坑内試料採取と流量測定指導      写真 1.1-140 測定結果掲示指導        写真 1.1-141 廃水処理技術座学指導 

 

2） 環境技術 

① 研修場所 

座学を GDM炭鉱会議室、現場指導を各現場にて行った。 

   ② 研修内容 

     研修資料を用いて坑内より採掘されたボタの集積場管理法と、石炭貯炭場管理法

の座学研修を行うと共に、各現場を巡回し点検指導を行った。 

又保安担当者に騒音防止法の座学及び騒音測定法の実技指導を行い、環境担当者

に研修資料（環境技術プレゼン用）を基に環境技術全般の座学研修を行った。 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-142 ボタ捨場管理法座学指導        写真 1.1-143 現場巡回点検指導         写真 1.1-144 貯炭場管理法座学指導 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-145 貯炭場巡回点検指導         写真 1.1-146 騒音測定法座学指導         写真 1.1-147 騒音測定実技指導 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-148 騒音個所の掲示板設置指導       写真 1.1-149 環境技術全般座学指導 
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 (8) 理解度確認試験 

1) 各技術項目別に理解度を確認するため、先山以上を主体とした延べ 96名の研修生

を対象として、100点満点で達成度は 80点以上とすることを目標とし理解度確認試験

を実施した。以下に理解度確認試験を示す。 
技

術 

問題 備考 

 

採

鉱 

１．RH掘進技術（1回目） 

施枠作業に於いての手順方法 

1、 先受け作業についての問題（3点×5＝15点） 

１、～2、4)、6)の問題は、自分が正しいと思うのに、○を付ける。 

1) ポカール鋼台付けチェーンの方向はどう入れたらいいか？ 

・何も考え無くて入れる 

・ 八の字に入れる 

2) 台付けチェーンのボルト締めについて 

・ ナットが少し掛かればいい 

・指で締めるくらいでいい 

・ボルトの頭が出るまで締める 

3)ポカール鋼固めについて 

・軽く矢板で締め上げる 

・矢板の方向を考え、ボンゴシを使い締め上げる 

・矢板はどこに入れても、締め上げようと関係が無い 

4)梁乗せ後の手順の順番は？ 

・梁の水平を計る 

・切張りを入れる 

・タイロッドを入れる 

・中心を計る 

5)刎成る入れ作業についての問題 

・刎成る入れは、天盤・側壁が良好な場合はしなくてもよい。 

・1～2本程度入れるだけで、固める必要がない。 

・規格に決まった本数を入れ、確実に締上げる。 

2、脚入れ作業についての問題（3点×5＋10=25点） 

1)枠を入れる場合の足元固め作業について 

・掘り過ぎても、足元には硬等を入れ立てる。 

・足元には、下駄を敷き確実に締上げる。 

・ペーシ入れが合えば、足元が隙間になっても関係ない。 

2)梁と脚の結合部分に隙間があった場合は？ 

・ペーシが入れば別に問題ない。 

・隙間無いように合わせ、ペーシを入れる。 

・隙間が少しくらいあっても、別に問題ない。 

3）ペーシを締める為にはボルトは上から何番に入れるのか？ 

・1、2、3、4 

4）切張り入れは、枠のどの位置に入れるのか？ 

・入れやすい所に入れる 

・切張りは、入れなくてもいい 

・直線化に入れる 

5）切張入れについて、枠のどこの位置に入れた方が頑固な坑道になるのか述べよ。 

6)（上・下段）当付け作業 

・親成る木入れは、枠の前から出したら、切削時にドラムビットが当るので出さな

いようにする。 

・切削時に注意すれば、親成る木は出しても良い。 

3、腰線作業についての問題（3点×2=6 点） 

1)腰線が 165cmの場合は、上がり過ぎか下がり過ぎか？ 

・下がっている 

全 問筆記

試験 
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・上がっている 

2）傾斜器精度の確認方法は？ 

・そのまま使う 

・裏表で傾斜を測る 

4、RH機械運転操作技術（3点×8＋10＋14=48点） 

1)～3)、5)～8) の問題は、自分が正しいと思うのに、○を付ける。 

1) 運転前の注意事項について 

・速くメインスイッチを入れ作業に掛かる。 

・周囲の安全を確認してからメインスイッチを入れ作業に掛かる。 

・メインスイッチは運転者が、入り切りをしなくても、誰でもいい。 

2)（上・下段）切削運転時の注意事項について 

・切削時は危なくなかったら、掻き寄せ内に入って作業しも良い。 

・切削時は掻き寄せ横から前には、危険ですので入ってはいかない。 

・右側下段切削終了後、左側下段切削に掛かったら、右側壁の刎成る入れ作業に掛

かっても良い。 

3)（上・下段）切削運転後の注意事項について 

・メインスイッチ切り作業に掛かる。 

・メインスイッチ切り非常切を切ってから掻寄せ内に入り作業に掛かる。 

・非常切は、メインスイッチを切っているので、切る必要がない。 

4)上段切削について 

・切削に時間がかかるので、梁枠の枠間分、切削する。 

・枠間分の切削では、次の切削でドラムビットが梁枠に当り倒枠の恐れがあり危な

いので余分に切削をする。 

・何センチ余分に切削をすると、次の梁枠が安全に切削出来るのか？ 

5)天盤不良時の切削について 

・切削を数回に分け低速運転切削しながらその都度、天盤を落とさないように羽成

る入れをする。 

・数回に分け羽成る入れをすると、時間が掛かるので低速に変えないで、切削運転

をする。 

6)下段切削について 

・側壁不良時の切削の場合、枠上段から低速運転切削しながら、側壁を落とさない

ように羽成る入れをしていく。 

・側壁不良時の切削の場合でも、時間が掛かるので低速に変えないで、切削運転を

する。 

7)ドラムビット取替えについて 

・切削出来るまで、取替えしなくても良い。 

・ビットが破損、摩耗が酷い場合は替えないと、切削不能になりドラム取替えにな

るので、早めに取替えをする。 

8)RH卸掘進時の水処理について 

・水処理をしてから作業に掛かる。 

・水処理に時間が掛かるので、RHで運転しながら残硬等と一緒に流す。 

9) RH 卸掘進時の水と坑道傾斜が－5°～－9°に下っての弱難盤での走行運転操作

が難しく困難になって来ているが、今後どのようにしたら、今まで以上にサイク

ルが、延ばせる事が出来るか書いて下さい。 

5、SDL運転操作技術（3点×2＝6点） 

1)軟弱盤での、SDL走行運転時について 

・盤が軟弱の場合は、坑道の状況に応じて、成る木の敷き込み入れをする。 

・盤が軟弱の場合でも、走行不能になるまで運転してから考える。 

2)SDLケーブル管理について 

・運転者は、運転するだけでケーブル管理・監視は、しなくてもいい。 

・ケーブル監視人は、寄巻ケーブルを確認し、ケーブルの引っ掛かりがないか確認

してから運転する。 

・運転者とケーブル監視人は、相互連絡しケーブル管理・監視に努める。 
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２．RH掘進技術（2回目） 

１．RH運転操作技術についての問題(10点×5＝50点) 

自分が正しいと思うのに、○を付ける 

1) 運転者について 

・運転者は、資格がなくても運転してもいい 

・運転者は、教育を受け取扱認可された作業員だけが、運転を行う。 

2）上段切削 

・上段切削時に、ドラムの伸縮が一杯になり切りたりなくなった場合は、先受け時

に切張りを短く切れば良い。 

・下段切削を天井枠間に合わせた切削をし、枠間に合わせた先受けが出来るように

する。 

3)下段切削 

・脚材が入る所だけ切削し、足りない場合ピック切付けをうれば良い。 

・山丈を確保する為にも後方 3～4枠から残硬を取り盤調整しながら脚入れの切削を

する。 

・残硬等の作業をすれば、時間が掛かるので、脚入れ切削に集中する。 

4)盤調整 

・時間がないので枠入れ切削が出来なくなってから、盤調整すれば良い。 

・盤がでこぼこになっても構わない、進行できれば関係がない。 

・左右脚枠の線を基準に合わせて切削をするようにする。 

5)ビット取替え 

・ビットが無くなるまで切削をする。 

・作業前にビットの摩耗が酷いか、掛けていないか点検をし、異常が有れば直ぐに

取替る。 

 

２．SDL運転操作技術についての問題(10点×5＝50点) 

自分が正しいと思うのに、○を付ける 

(1)試運転 

・全ての機能を別々に作動し動きの向き機能をチェックする。 

・全てのシリンダーストロークエンドまで伸ばしたり、縮めたりする。 

・メインパワースイッチを入れ、機能チェックしなくても問題がないので、直ぐに

作業に掛かる。 

(2)運転前の点検 

・故障になってから、初めて点検すればいい 

・初回したら、壊れるまでしなくてもよい 

・運転前には必ず決められた事を点検して作業に掛かる。 

(3)ケーブル管理 

1)運転前のケーブル管理（寄巻ケーブル）について 

・運転者は、運転するだけでケーブル管理・監視は、しなくてもいい。 

・ケーブル監視人は、寄巻ケーブルを確認し、ケーブルの引っ掛かりがないか確認

してから運転する。 

・運転者とケーブル監視人は、相互連絡しケーブル管理・監視に努める。 

(4)後方ケーブル監視について 

・監視しなくてもケーブルが裂けたり、キャタで踏んだら電気係に報告すればよい。 

・運転操作だけ考え、何もしなくても良い。 

・ワイヤー網での固定を確認し、網ズレがあった場合は、直ぐに補修をする。 

・後方ケーブルが SDL運転時に踏まれないように監視人は、注意をする。 

(5)SDL運転災害事例について 

1) 運転終了後離れる場合 

・運転者は、サイドダンプから離れる場合には、操作レバーが動かないように、ロ

ックプレートはロックをする。 

・現場に誰もいなかったら、ロックプレートはロックしなくても良い。 

・ロックプレートがさび付いて動かないので、しなくても良い。 

・ロックプレートが動くように点検をし、事故がないように努めるようにする。 
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３．保坑技術 

１．坑道維持の主な目的を３ツ記せ(各５点) 

２．坑道で保坑・改善を要する主な現象(状況)を３ツ記せ(各５点) 

３．坑道盤膨れの主な原因を３ツ記せ(各５点) 

４．坑道維持、改善の主な手段を６ツ記せ(各５点) 

５．坑道維持に重要な水処理対策を３ツ記せ(各５点) 

６．SDLでの盤打ち、盤浚えで注意すべきことを２ツ記せ(各５点) 

 

４．坑内支保と落盤対策 

問 1 

  坑道支保を考える場合、ばん圧には静圧と動圧がある。静圧、動圧とはなにか、

それぞれついて簡単に説明せよ。 

問 2 

  下図に示す 4 種類の形状の枠に等分布荷重が掛かったと仮定した場合、支持力

の大きい順番に並んでいるものを、次の組合せから選べ。 

 

 

 

 

 

① （D）（C）（B）（A）      ② （A）（C）（B）（D） 

③ （D）（B）（C）（A）      ④ （A）（B）（C）（D） 

問 3 

  坑道の施枠時、十分に裏込め（当付け）等を実施するが、もっとも重要な理由の

ものを次ぎの中から選べ。 

① 支柱の移動や動揺を防ぐため。 

② 支柱の一部分に荷重が集中するのを防ぐため。 

③ 支柱の枠間からの落石を防ぐため。 

④ 支柱の枠間などに有毒ガスが停滞するのを防ぐため。 

問 4 

  坑道の施枠に関する次の記述のうち、適当でないものを選べ。 

① 切削終了後施枠を行う場合、天盤、側壁を良く点検し、先受けを行うか、

必要に応じて仮枠を施した後作業をすること。 

② 次の切削作業等により枠が倒れることのないように、脚元は盤の上に立

てるか、状況により下駄を敷き込み、枠間には必ず切張りを入れること。 

③ 延び先（詰）附近以外では、切張りが落ちている所は少ないが切削作業

等の影響は及ばないので差支えない。 

④ 特に盤圧がひどい場合は、枠裏の切削間隔十分行い、当付けを強化し、

裏込めをする等の配慮が必要である。 

問 5 

  浮石の点検、除去の時、特に注意すべき事項に関する次の記述のうち、誤って

いるものを選べ。 

① 詰枠に対し手前の方から点検、除去をしながら進み詰枠に向う。 

② 定められた適当な長さの器具を使い、真下から点検、除去作業をしないよ

うにする。 

③ 打診音に注意すると共に石目などに注意し、必要があれば安全を確かめた

うえで岩盤に手のひらを当てて打診する。 

④ 浮いているようであるが、バール等の器具でなかなか落ちないものは、そ

のままにして作業を進めて後で係員に報告する。 

問 6 

  保坑（坑道支保の改善）の作業に関する次の記述のうち、誤っているものを選

べ。 

① 保坑作業中の落ばんは、多くの場合、死荷重となった天ばん堆積岩（岩石）

が枠の移動により崩落するものである。 

A B C D 
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② 1つの岩石を取り除くと、お互いにせりあって安定していた他の岩石が動

き、急に大きな圧力となって枠を倒す事があるので、枠入れの作業時には

1つの岩を動かす場合でも十分に注意して作業をする。 

③ 天ばん不良箇所の保坑作業の時に、急ぐ場合は切込み口を両方から行い、

向きあって作業するのが早くて良い。 

④ 高落ち箇所での保坑作業の場合は、現場の状況に応じて間枠を入れるか、

枠を入替えるかなど、十分に検討して先に作業方針を決定すること。 

問 7 

  坑道掘進で先受けをする時の次の記述のうち、誤っているものを選べ。 

① 各枠間の切張り、矢板等は全部締め直す。 

② 大きな浮石がある場合は、なるべく落さないように注意して早く完全に先

受けを実施する。 

③ 天ばん際が悪い場合には、刎成の先端に束を打って補強する。 

④ 先受けの枠間（1,0m・0,6m）は、その掘進する層などの状況により判断す

る 

問 8 

   落ばん災害防止の対策に関する次の記述のうち、誤っているものを選べ。 

① 天ばん、側壁等を金テコ、ハンマー等の器具で軽くたたいて岩ばんに浮い

た部分の有無を調べる方法を打診点検法という。 

② 打診音だけで分かりにくい場合は、手のひらや耳等を岩ばんに当てて叩く

と、分かり易い。 

③ 打診点検は、詰枠面から手前の方に移動しながら実施するほうが良い。 

④ 打診による浮石点検法は、比較的小範囲の浮石点検には簡単な良い方法で

あるが、広範囲の浮石の点検には不適当である。 

運

搬 

ベルトコンベア 

１．ベルトコンベアの構成部品を５つ記載せよ。 

２．水平ベルトコンベアの速度 V：100m/minの時の運搬量 Qtを求めよ。 

但し、運搬物の積載断面積 A：0.1m2、運搬物の見掛比重γ：1.0t/m3とする。 

３．ベルトの保安装置を５つ記載せよ。 

４．ベルトコンベアの運転前の注意事項を４つ記載せよ。 

５．ベルトコンベアの運転中の注意事項を４つ記載せよ。 

〃 

機

械 

１．圧縮空気機械 

１．次の｛ ｝内に当てはまる言葉を下記の項目より選び｛ ｝内に記号で記入せ

よ。（1問 3点×10 問で 30点） 

① 空気の圧力を示す方法として完全真空を基準として表す絶対圧力及び大気圧

を基準として表すゲージ圧力があり、これらの関係は絶対圧力＝｛  ｝＋

｛  ｝である。 

② 圧縮空気は媒体として爆発・｛  ｝の心配もなく、圧力という形で｛  ｝が

出来、シリンダに導入する事で非常に簡単に｛  ｝に変換可能で、利用が終

わった後に大気に戻しても特に心配はないが、排気音として大きな｛  ｝が

発生するので、消音が必要となる。 

③ 圧機空気を使用するシステムの中で各々の機器を接続する配管は、全ての接合

部から圧縮空気が｛  ｝たり、外部から｛  ｝が侵入しない様な機能を｛  ｝

という。シールが損なわれると様々な不具合が発生する。この機能、｛  ｝、作

業性が空気圧システムの信頼性に大きく関わってくる。 

A:真空圧、B:耐久性、C:大気圧、D:シール、E:漏れ、F:引火、G:機械エネルギ

ー、H:電気エネルギー、I:振動、J:騒音、K:異物、L:ゲージ圧、M:蓄積 

２．圧縮機を選定する基準項目を５つ記入すること（1問 5点×5問で 25点） 

３．圧縮機の比較の関係で正しい物を線で結ぶこと（1問 5点×3問で 15点） 

① 往復式圧縮機    ・    ・コストが高く騒音は大きいが振動は比較的

小さい 

② スクリュー式圧縮機 ・    ・コストは安いが振動及び騒音が大きい 

④ ターボ式圧縮機   ・    ・コストは高いが振動及び騒音は小さい 

 

〃 
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４．圧縮機にレシーバータンクを設ける理由を 3つ記入すること（1問 5点×3問で

15点） 

５．弁の説明で正しい物を線で結ぶこと（1問 5点×3問で 15点） 

① 減圧弁     ・   ・ 圧力を設定値以上に上昇しないよう 

にする為の制御弁 

② リリーフ弁   ・   ・ 流量の微調整をする為のニードル弁 

③ スロットルバルブ・   ・ 常に一定の圧力を負荷（出力）側に 

送出する為の制御弁 

 

２．排水技術 

１．坑内出水の原因を４つ記入すること（1問 3点×4問で 12点） 

２．主要ポンプの日常点検項目を６つ記入すること（1問 3点×6問で 18点） 

３．ポンプ配管のサクション管及びデリバリー管の注意項目を各２つ記入すること

（1問 3点×4問で 12点） 

１）サクション管 

２）デリバリー管 

４．排水計画について検討事項を３つ記入すること（1問 3点×3問で 9点） 

５．ポンプ及びポンプ座計画時、考慮することを３つ記入すること（1問 3点×3問

で 9点） 

６．ポンプとポンプの回転数の関係で正しい物を線で結ぶこと（1問 3点×3問で 9

点） 

① ポンプの動力  ・       ・ 回転数に比例する 

② ポンプの揚水量 ・       ・ 回転数の 2乗に比例する 

③ ポンプの揚程  ・      ・ 回転数の 3乗に比例する 

７．次の｛ ｝内に当てはまる言葉を下記の項目より選び｛ ｝内に記号で記入せ

よ。（1問 2点×6問で 12点） 

① ポンプ試運転前の確認はカップリングを繋ぐ前にモーター回転方向確認、ポン

プモーターの手回し確認、給油油量確認、吸込み側｛  ｝確認、吐出側｛  ｝

確認、ポンプ内｛  ｝確認、各所ボルトの締付け確認等を実施する。 

② 全て確認後にポンプスイッチを入れポンプ回転数が所定の回転数、規定電流に

なったら電流計、ポンプの｛  ｝を見ながら吐出側バルブを｛  ｝、｛  ｝、振動

に注意する。 

〈a：圧力計、b：バルブ全閉、c：バルブ全開、d：温度、e：異音、f：エアー抜き、

g：徐々に開く、h：電流計〉 

８．坑内の水中ポンプ及びバックの点検項目を４つ記入すること（1問 3点×4問で

12点） 

９．吐出量１ｍ３／min、全揚程１０５ｍ、ポンプ効率６０％のポンプの軸馬力（ｋ

W）はいくらになるか。（1問 7点×1問で 7点） 

 

３．RHメンテナンス 

１）1・２の問題推定原因に対して処置の□欄から番号を（）に記入 

 １．ドラムが回転しない 

 a. 過負荷                       （   ） 

  b. サーマルリレーの作動                （   ） 

   c. ドラム軸の破損                   （   ） 

２）ドラムが伸縮しない解答は４つ、番号の並びは問題ない 

  a. 油圧シリンダー不調          （   ）（   ）（   ）（   ） 

処置 

１．負荷を少なくする。２．シリンダー点検 ３．内部分解点検 ４．圧力測

定 ５．切替えレバーロードヘッダーにする ６．約 3分間復帰を待つ ７．

シリンダー配管点検 ８．油圧ポンプ点検 

３）掻寄せ腕左側のみ回転する。推定原因を記入 

４）掻寄腕が不規則に回転する。推定原因を記入 

５）掻寄腕が異常音を発生する。推定原因を記入 
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６）１，２，の異常に対して推定原因を□欄より番号を（）内に記入 

 １，掻寄腕が異常音を発生する   

                           （   ） 

                           （   ） 

 ２，減速機が異常音を発生する高熱を帯びている 

                           （   ）  

                           （   ） 

                           （   ） 

推定原因 

１．減速期油不足 ２．減速期内部損傷 ３．油圧モーターの効率低下  ４．

円盤下部の詰まり ５．ブッシュ摩耗 ６．腕軸受部の損傷又は油不足 ７．分

解点検 ８．油の追加給油 

７）ドラムの振動が異常に激しいとき推定原因と処置について記入 

  ドラム振動が通常より激しくなっていた為ドラムの（       ）摩耗を調べた。

数本の摩耗を確認して摩耗品（     ）を行った。しかし振動は依然と変わら

ない、別の原因がある。切削フレーム取付け（      ）の（        ）で

（     ）を行い振動は収まった。 

電

気 

１．BC保護装置 

１． スリップリレーの役割について簡単に述べよ： 

２． シュートリレーの役割について簡単に述べよ 

３． ベルト片寄り検出器について簡単に述べよ 

４． 煙検知器について簡単に述べよ 

 

２．直流回路 

１．４Ωと 6Ω の抵抗を直列に接続した場合の合成抵抗は並列に接続した場合の合

成抵抗の何倍か、次のうちから最も近い数値を選べ 

１）  ２   ２） ４   ３） ６   ４） ８ 

２．30Ω の抵抗がある。これを３本並列に接続すると合成抵抗は何 Ω となるか、次

の数値の中から正しいものを選べ。 

１）90Ω  ２）30Ω  ３）15Ω  ４）10Ω 

３．下図のような回路で A に流れる電流が零になるＲ１、Ｒ２、Ｒ３，Ｒ４の関係

を記載せよ。 

 
４．絶縁電線 100ｍの絶縁抵抗は 167MΩ であった。この電線の 1000ｍの絶縁抵抗は

何ＭΩ であるか、次のうちから選べ。ただし絶縁電線の漏洩電流は長さの方向

に平等に分布するものとする。 

１）5.2ＭΩ  ２）17.6MΩ  ３）528ＭΩ  ４）1760ＭΩ 

 

３．設備の保守と管理 

問題 1 受電電圧 6kv、容量 500KVA 程度の受電用変圧器を有する鉱山用自家用電気

工作がある。使用開始前に行わなければならない試験を 3つあげよ。 

問題 2 ケーブルの絶縁耐力試験を直流で行う理由は何か、次のうちから選べ。 

  （1）絶縁耐力は、直流のほうが高い。 

  （2）ケーブルの誘導体損失は、直流のほうが小さい。 

  （3）絶縁破壊時の被害は、直流のほうが小さい。 

  （4）試験用電源の容量は、直流のほうが小さくてすむ。 

問題 3 電気絶縁物の劣化を判定する方法を 2つあげよ。 

〃 
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問題 4 電気火災の初期における消火設備として、適当なものを次の組合せのうち

から選べ。 

  （1）粉末形、消火器と乾燥砂 

  （2）泡沫形消火器と乾燥砂 

  （3）炭酸ガス消火器と酸アルカリ消火器 

  （4）一塩化一臭化メタン消火器と水 

問題 5 感電によって受ける障害と程度は、人体を通る電流の大きさ、時間、波形及

びその通路などによって異なる。その危険電流の限界値は、個人差があるが、

普通坑内で使用されている交流が全身を通ったとき、一般に生命が危険とさ

れている限界はどの程度か、次の電流値のうちから適当なものを選べ。 

  （1）10mA   （2）100mA   （3）1A   （4）10A 

問題 6 感電防止対策を述べよ。 

問題 7 電気火災の原因と、その対策を述べよ。 

問題 8 鉱山の坑内によって電力ケーブルを布設する場合の注意事項を４つあげよ 

問題 9 電気災害の防止に関する次の記述のうち、誤っているものを選べ。 

(1) 電気設備設置場所には乾燥した場所を選び、保全作業に必要なスペースをとる 

(2) 風管、ホースからの静電気の発生を迎えるためには、管内流速を上げることも

有効である。 

(3) 静電帯電のおきやすい金物は接地する 

(4)サージ侵入に対しては、遮断器、サージアブソーバ等を設置し接地を確実にする。 

問題 10 次のケーブルのうち、最も燃焼しやすいものを選べ。 

（1）ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（EV） 

（2）ブチルゴム絶縁クロロプレンシースケーブル（BN） 

（3）3種キャブタイヤケーブル 

 (4) ビニルキャブタイヤケーブル 

問題 11 電気室の選定準備について 3つあげよ。 

問題 12 電気機器、電動機は設置工事を施す事で（  ）に入る数字を入れろ。 

    主要電気室は（  ）mm²以上、単機機器は（  ）mm2以上の接地線にて

工事を行い、接地棒は確実に規格に沿った埋設工事を行う。 

問題 13 ガス本体、センサーについて（  ）内に数字を選べ。 

     ガスセンサーの取り付け位置の高さは（  ）である。 

      (1) 0.1m   (2) 0.2m    (3) 0.3m    (4) 0.4m 

問題 14 本体及びセンサーの定期検査実施は（  ）内に数字を選べ 

    定期検査の実施は（  ）行う。 

    (1) 1ヶ月に 1回 (2) 2ヶ月に 1回 (3) 3 ヶ月に 1回 (4) 6ヶ月に 1回 

        精密検査の実施は（  ）行う。 

    (1) 3ヶ月に 1回 (2) 6ヶ月に 1回 (3) 9 ヶ月に 1回 (4) 1年に 1回 

４．電気回路 

１．次の言葉に当てはまる記号を線で結べ。 

電圧・       ・Ω 

電流・       ・A 

電力・       ・Ｗ 

抵抗・       ・ＣＹ 

周波数・      ・Ｖ  

２．直径２ｍｍの銅線の抵抗値が 2.4Ω の場合同一材質、同一長さで直径４ｍｍの

ものの抵抗値はいくらか、次のうちから選べ。 

１）0.4Ω  ２）0.4Ω  ３）0.8Ω  ４）1.2Ω 

３．100Ｖ回路に使用時の抵抗４Ω の電熱器を接続して２時間使用したときの電力

量は何ワットになるか、次のうちから選べ。 

 １）１００Ｗ   ２）２００Ｗ  ３）３００Ｗ  ４）４００Ｗ 

４．金属抵抗体の両端に１００Ｖの電圧を加えたとき、電流を測定したら２０Aであ

った。この金属の抵抗体の抵抗値はいくらか、次のうちから正しいものを選べ。 

１）2.5Ω  ２）５Ω  ３）10Ω  ４）20Ω 
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５．坊爆構造 

問題 1  炭鉱用の電気機器の防爆構造を 3つあげ、その構造を簡単に説明せよ。 

問題 2  電気機器の耐圧防爆構造と安全増防爆構造との相違点を簡単に説明せよ。 

問題 3  電気機器の耐圧防爆構造に関する次の記述のうち、誤っているものを選べ。 

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

部の可燃性ガスに着火するおそれのないものである。 

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

って外部気温が 35℃のときは、容器壁温は 195℃まで許される。 

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

なければならない。かつ、防爆構造保持に必要な部分は錠締めとしなければな

らない。 

問題 4  電気機器の耐圧防爆構造に関する次の記述のうち、誤っているものを選べ。 

（1）耐圧防爆構造とは、全閉構造で容器内部で坑気の爆発が起こってもその圧力に

耐え、かつ外部の坑気に引火するおそれのない構造である。 

（2）内容積が 100cc を越える場合、耐圧防爆構造の容器は、6kg/㎠以上の圧力に耐

えるものでなければならない。 

（3）パッキンは、導線引込部以外はできるだけ使用を避け、これを使用するときは、

金属又は不燃性物質のものとしなければならない。 

（4）容器内部において、開閉接融部を油中に浸してはならず、また容器外部の最高

温度上昇は、160度以下でなければならない。 

問題 5 電気機器の耐圧防爆構造に関する次の記述のうち、誤っているものを選べ。 

（1）気密な全閉構造で、メタンの爆発が起こってもその圧力に耐えるような構造に

なっているので、内部にメタンが侵入するおそれはない。 

（2）防爆性を保つためネジ類は錠締めとし、かつ、ゆるみ止めをし、容器をネジ類

のみで結合する場合は、少なくとも 3本以上のネジを使用しなければならない。 

（3）パッキンは、導線引込部以外の箇所では、できるだけ使用しないようにすべき

である。 

（4）容器壁の温度上昇は、160度を超えてはならない。したがって周囲温度が 30℃

の箇所では、容器壁の温度は 190℃になるまでは許される。 

問題 6 電気機器の防爆構造に関する記述のうち、誤っているものを選べ。 

（1）電気機器において常時運転中に火花、アーク又は点火源となり得る高温を発生

するおそれのある部分は、耐圧、狭げき、油入、内圧又は安全増防爆構造のいず

れかによらなければならない。 

（2）防爆構造の電気機器で防爆性保持のため特に重要な部分には錠締を必要とす

る。耐圧防爆構造の容器をネジ類のみで結合するときは、少なくとも 3 本以上

の錠締を使用しなければならない。 

（3）油入防爆構造には、ガス抜き孔を設けなければならない。油面計を取り付ける

場合には、油面計が破損して油が流れ出たときの油面から危険部分までの距離

は 10mm以上としなければならない 

問題 7 電気機器の防爆構造において 

（1）錠締めとはどのようなものか。 

（2）錠締めを必要とするのは、どんなところか。 

問題 8  次にあげた防爆型電気機器の導線引込方式のうち、スタッド式のものを選

べ。 

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

する方式。 

（2）絶縁導体が容器を貫通する部分において、パッキンにより、防爆性を保持する

方式。 

（3）絶縁導体が容器を貫通する部分において、混和物のような流動質を流し込み固

着させることにより、防爆性を保持する方式。 

 (4) さし込接続装置により、容器内に電流を導入する方式 

（5）全閉保護箱及びケーブル締金を用いて防爆性を保持する方式。 

問題 9 電気機器によるガス炭塵爆発又は坑内火災の発生を防止するために必要な

日常対策を 5つあげよ。 
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問題 10 キャブタイヤケーブルに関する次の記述のうち、誤っているものを選べ。 

（1）天然ゴムキャブタイヤケーブルは、弾性に富み、機械的に強靱である。 

（2）ビニルキャブタイヤケーブルは、耐油性、耐オゾン性にすぐれているが、難燃

性はない。 

（3）ブチルゴム絶縁キャブタイヤケーブルは、耐熱性において、特にすぐれている。 

 (4) クロロプレンキャブタイヤケーブルは、難燃性のほか、機械的特性、耐油性、

耐薬品性にすぐれている。 

問題 11 ケーブルに関する次の記述のうち、正しいものを選べ。 

（1）クロロプレンは、絶縁性がよいため、高圧電力ケーブルの絶縁体として用いら

れる。 

（2）架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブルは、ポリエチレン絶縁電力ケーブルに比べ

て、許容温度が高いので、同一導体断面積での電流容量は大きくなる。 

（3）ビニルは安価で、かつ、絶縁破壊電圧も非常に高いために、高圧電力ケーブル

の絶縁材料として広く用いられる。 

 (4) 三相配電において、ケーブルは架空線に比べ、線路の充電電流は一般に小さい。 

 

６．遮断器 

１．受電地点における受電電力遮断容量は何によって定められるか。次のうちから

選べ。 

１） 供給電源の容量  

２） 負荷設備の容量  

３） 受電契約の容量  

４） 受電地点に設けた変圧器の容量 

２．遮断器と電磁開閉器（運転スイッチ）の電気性能上最大の相違点を簡単に説明

せよ。 

３．高圧の受電地点における受電電力遮断器の何によって決定されるか、次のうち

から選べ。 

１）負荷設備の総出力と負荷率 

２）受電契約料 

３）負荷設備の総出力 

４）供給電源の容量 

４．電力ヒューズ（パワーヒューズ）の特徴について簡単に述べよ 

５．下記の電力開閉装置について回路電流開閉機能の差異を述べよ。 

１） 断路器（ディスコネクティング スイッチ） 

２） 接触器（コンタクター） 

３） 遮断器（サーキットブレーカー） 

 

７．電気関係 

問題 1 100V 回路に、使用時の抵抗値 4Ω の電熱器を接続し、2 時間使用したとき

の消費エネルギーは何 Kcalか、次のうちから選べ（20点） 

   (1) 860Kcal   (2) 4300Kcal  (3) 5000Kcal  (4) 8600Kcal 

問題 2 高圧ケーブルの過大電流から火災を発生することがある。これを防止する

ために、普通使用される保護継電器を 2つあげよ。（20点） 

問題 3 次の（イ）～（二）の電動機負荷に対し、最も適当な電動機を（Ａ）～（Ｄ）

より選んで、相互に線で結べ。（10点） 

   （イ）ポンプ              （Ａ）三相巻線形誘導電動機 

   （ロ）大形往復動圧縮機         （Ｂ）同期電動機 

   （ハ）斜坑巻揚機            （Ｃ）三相かご形誘導電動機 

   （ニ）蓄電池式電気機関車        （Ｄ）直流直巻電動                                                         

                          機 

問題 4 作業場における照明の改善により得られる効果を 3つあげよ。（20点） 

問題 5 次の文中    の中に入れる適当な言葉を、下記の(1)～(4)の組合せの

うちから選べ。（10点） 

照らされる物体の表面の明るさを照度といい、単位  (ｲ)    で表す。照度は光源
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の強さに (ﾛ)    し、距離の 2乗に (ﾊ) する。               

       (ｲ)          (ﾛ)          (ﾊ) 

    (1) ルーメン   比例    反比例 

     (2) ルクス     比例    反比例 

        (3) ルーメン   反比例   比例 

    (4) ルクス    反比例   比例 

問題 6  はんだ付けしたものの最高許容温度（℃）を次のうちから選べ。(10点) 

    (1) 150℃ (2) 250℃  (3) 250℃  (4) 250℃ 

問題 7  電圧 380V で 45KWモーターを使用するときの、定格電流は何アンペアーか

次のうちから選べ（10点） 

    (1) 75A (2) 80A  (3) 85A  (4) 90A 

 

８．絶縁材料 

１．電気絶縁材料の種類を１０記載せよ。 

２．次に示す絶縁の種類のうち最高許容温度が最も高いものを選べ。 

１）H種  ２）F種  ３）B種  ４）E種 

３．電気機器の絶縁低下は自然劣化を除き、一般にどのような原因によるか２つあ

げよ。 

４．温度上昇により変圧器の絶縁油が変質した場合どのような状態になって、どの

ような結果になるか簡単に述べよ。 

５．電気機器の絶縁物に要求される一般的な特性として特に関係のないものを次の

内から選べ。 

１） 絶縁耐力、絶縁抵抗が高いもの 

２） 熱膨張係数が小さいこと 

３） 透磁率が小さいこと 

４） 耐水、耐油性に優れていること 

６．乾式絶縁について簡単に述べよ。 

 

９．自己保持回路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ は実技

試験 

保

安 

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

(1) 救急法とは〔 〕をすることではなく、手当てはあくまで医者に引き

継ぐまでの〔 〕にとどめる。 

(2) 原則として〔  〕は使用せず、後で医師の〔 〕の妨げとなるような

で手当ては絶対にしないこと。 

(3) 救助者は事故者の〔 〕の判定をしてはならない。医者に引き継ぐま

で献身的な〔 〕を続けること。 

(4) 手当てにあたっては事故者をそれ以上〔 〕させないことに常に留意

し、少しでも〔 〕で医者に引き継ぐこと。 

 

問題２．次の文章を読んで質問に答えよ。 

    災害が発生し罹災者を発見したときは、救助者はまずその場所に引き続い

て危険な状態はないかどうか、素早く点検し、冷静に事態を見極め、二次

災害に巻き込まれないよう適切な自衛処置をしてから罹災者に接近する。 

    現場の点検に当たっては目に見えないガスや電気には特に気をつけて行動

する。その場で応急処置をすることが危険であると判断したら、安全な場

所へ〔 A 〕させるが、この場合の罹災者の移動は必要最小限度にとどめ、

すぐに次の緊急症状の〔 B 〕と処置に移らなくてはならない。 

（１） 坑内での災害において二次災害とはどのような事が考えられるか。 

 

a.応急手当 b.悪い c.生死 ｄ.道具 e.介護活動 f.治療的行為 g.良い 

h.救助活動 i.悪化 j.医薬品 k.診療 l.傷 m.食事 

全 問筆記

試験 
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  （２） 〔  〕の A、Bに適切な言葉を入れよ。 

            A   〔             〕 

            B   〔             〕 

問題３  罹災者の症状に応じて処置を行わなければならないが下記の文章は間違

った応急処置を実施しています。正しい処置の方法は何か記入せよ。 

(１)  罹災者に出血が見られたが、出血が少なかったので何も行わなかった。 

(２)   罹災者本人に意識があり、罹災者本人がのどの渇きを訴えたために仕方な

く持っていた冷たい水を与えた。 

(３)   罹災者に意識がなかったので何をさしおいて人工呼吸を実施した。 

(４)   罹災者を早く医者へ引き継ぐために走って搬送を実施した。担架での罹災

者の方向にも特に気をくばらなかった。 

(５)   罹災者の傷の手当を実施中に罹災者が痛がり大きな声を出したので罹災

者が痛がらない位まで止血帯を緩めた。 

問題４．止血法は大きく分けて５つの方法があるが、５つの方法を簡単に説明せよ。 

１． 高揚法 

２． 直接圧迫法 

３． 間接圧迫法 

４． 直接・間接圧迫法の併用 

５． 止血帯法 

問題５． 出血箇所とその止血点の位置の正しいものを線で結べ。 

   (出血箇所)                 (止血点) 

  前額部、前頭部  ・             ・ 耳のうしろ 

      後頭部      ・        ・ 肘のくぼみ 

      わきの下、上腕部 ・        ・ 鎖骨のくぼみ 

前腕部      ・        ・ ふくらはぎ 

足部       ・        ・ こめかみ 

問題６． 次の説明文で誤っているものを選びマル印で囲め(誤っているものは１つ

とは限らない)  

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

ないとはいえ人の生命を保つには十分な量である。 

b. 人口呼吸(呼気吹込法)はあまり熟練しなくても容易に酸素量を吹き込

むことができ効果の確認が容易で確実性がある。救助者は罹災者の顔

を見なくてもこれを行うことが出来る。 

c. 呼吸は準備に時間をかけず一刻も早く行うが水に溺れた者に対しては

水を吐かせてから行う。 

d. 罹災者の１分間の自発呼吸回数が１０回以上となり、かつ胸部の拳上

が十分認められるまで続けなければならない。自発呼吸が弱いときに

中止すると、再び呼吸が停止してしまうことがあるので十分に注意す

ること。 

e. 完全に蘇生したら安静を保たせ、元気になったら医者の手当てを受け

なくとも問題ない。 

f. 心臓マッサージは熟練を要する為、普段から実践に備えて救護者同士

(人間)による訓練が必要である。 

g. 心臓マッサージは血液循環が回復しても再び心臓が停止することがあ

るので、回復後や運搬中も常に脈拍や瞳孔の変化には十分注意してお

くこと。 

問題７． 罹災者の発見から心肺蘇生法を行うまでの手順を（ ）の中から選んで

記入せよ。 

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

→(  )を求める → 罹災者の(  )の調査 → 意識の確認 → 

意識なし →  罹災者の(  )確保 → 呼吸の確認 → 呼吸停止 

→ 約 2 秒をかけ 500～800ｍl の呼気を(  )回ゆっくりと吹き込む 

→ (  )の確認 →心臓マッサージを約毎分 100 秒の早さで(  )回

のピッチで 4~5cm 加圧する → 呼気吹込みを 4 秒間で１ℓ ずつ(  )
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回吹き込む → 蘇生 

     A．（   ２      ）   B．（    30     ） 

C．（   気道     ）   D．（    ２     ） 

E．（   脈拍     ）   F．（   大出血     ） 

G．（   応援者    ）                   

問題 8．次の説明文で正しいものを選びマル印で囲め(正しいものは１つとは限らな

い  

a 救急法とは、負傷者や急病人を医師に引き継ぐまでの一時的な応急手当はしな

くても良い。 

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

c.救急法は、治療的行為をするのではなく手当の程度はあくまで医師に引き継ぐ

までの応急手当にとどめる。 

d.原則として、医薬品は使用せず、後で医師の診療の妨げとなるような手当は絶

対にしないこと。 

e悪条件の伴う鉱山等では、医師に引き継ぐまでの応急手当は特に必要ない。 

f.救助者は事故者の生死の判定をしてはならない事故者を医師に引き継ぐまで

献身的な救助活動を続けること。 

g.手当に当たっては事故者をそれ以上悪化させないことを常に留意し少しでも

よい状態で医師に引き継ぐこと。 

h災害が発生しても医師や救急車を現場まで迎え入れるので困難ではない。 

問題 9．次の説明文で正しいものを右の（ ）の中に記入せよ 

a)出血          (  )気道を確保し、人工呼吸法を行う。 

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

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

d)脈拍なし      (  )  適切な体位に寝かせ、気道を確保する。 

e)ショック症状  (  )寸刻を争って適切な止血法を行う。 

問題 10．顔色による体位の取らせ方を記入せよ 

① 色が普通のとき 

② 色が赤いとき 

③ 色が青いとき 

通

気 

１．メタンガス発生要因の主なものを３ツ記せ(各５点) 

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

の主なものを５ツ記せ(各５点) 

３．坑道で、通気抵抗を増大させる主な要因を２ツ記せ(各５点) 

４．風管布設は、直線化が重要であるが、その直線化の有効性の主なことを３ツ記

せ(各５点) 

５．通気で独立分流とする主な効果を４ツ記せ(各５点) 

６．局部扇風機を設置する場合、坑道でどんな場所が適当か、主な場所を３ツ記せ

(各５点) 

〃 

炭

鉱

開

発 

１． トラバース測量で距離測定に５０ｍスチールテープを使用し、今測量している

測点間でテープを張ろうとしている。距離４８ｍ、傾斜＋１０゜の時、張力は

何㎏か。（５点） 

（張力表より求めなさい。 

２． 測量では単に距離といえば水平距離を指す。今斜面に沿って測定した斜距離５

０ｍ、測定傾斜＋１５°を得た。 

水平距離と高低差を求めよ。（但し、小数第四位を四捨五入して第三位（㎜の単

位）で求めよ。）（１０点） 

sin１５°≒０．２５８８１９  cos１５°≒０．９６５９２６ 

     L=       ｍ         D=       ｍ 
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３． 光波計を使用して距離を測定する時、測定精度に影響するのは空気密度であ

る。測量している測点間で実際に測定し、光波計にセットする気象補正条件２

つを書きなさい。（１０点） 

４．次の走行と真傾斜を求めなさい。（１０点） 

 

 

 

 

 

 

 

５．トラバース測量の内容と一致する項目と線で結びなさい。（１５点） 

①閉合トラバース     既知点から未知点に結ぶトラバース。誤差評価はでき

ない。 

② 結合トラバース    始点から一巡して始点に戻るよう測点を配   

置したトラバース。 

③解放トラバース     三角点などの座標が既知の点から出発し 

て、他の既知点に結ぶトラバース。 

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

（１０点） 

 
７．閉合トラバース測量において下表の結果を得た。この結果より閉合誤差及び閉

合比（精度）を求めよ。但し、閉合比は１／Pの様に分子を１にして表す。（２

５点） 

50m
高

低

差

（Dｍ）

水平距離

（Lｍ）

A

B

１５°

A

７
２
°
３
１
′
２
０
″ ２１３°２８′４０″

B

C

N



 

54 

 
８．坑外において５０ｍのスチールテープを使ってトラバース測量を行った。２点

間の距離を測定したら４８．５３９ｍを得た、この時の温度は３０℃であった。

正しい距離を求めよ。（１０点） 

（但し、温度補正の公式：Ct＝εℓ（T－To）とする。） 

Ct＝温度補正量（ｍ）、ε＝巻尺の線膨張係数０．００００１１７とする、ℓ＝測定距

離（ｍ） 

T＝測定時温度（℃）To＝巻尺の検定温度２０℃とする。 

選

炭 

１．廃水試料採取・流量測定法 

問題 1、廃水試料容器の材質を 2種類書け（2×5点） 

問題 2、試料採取時の記録事項を 6つ書け（6×5点） 

問題 3、試料採取地点で最も重要な地点はどこか（1×20 点） 

問題 4、炭鉱で毎日及び定期的に行う代表的な廃水分析項目を 5つ書け（5×5点） 

問題 5、流量測定法として容器による測定法以外の測定法を 3つ書け（3×5点） 

２．選炭技術 

１．選炭の目的を２つ上げよ。              2×5 点 

２．代表的な破砕機の種類を３つ書け           3×5 点 

３．分粒の目的を２つ上げよ               2×5 点 

４．代表的な石炭選別機を３つ上げよ           3×5 点 

５．ジグ選別における注意事項を 3つ上げよ        3×5 点 

６．工業分析項目を書け                 4×5 点 

７．ユーザーが最も要求する品位について３つ上げよ    3×5 点 

３．環境技術 

１．石炭生産に係る環境問題を 5つ上げよ。        5×7 点 

２．廃水処理の目的を 3つ上げよ。            3×5 点 

３．汚濁物質の処理法を 3つ上げよ。           3×5 点 

４．ボタ集積場及び貯炭場の鉱害防止施設を 3つ上げよ。  3×5 点 

５．炭鉱労働者の健康問題を 4つ上げよ。         4×5 点 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

距離 緯距 経距 閉合誤差E＝

（ｍ） （ｍ） （EL：緯距誤差・ED：経距誤差）

1-2 25.436 -8.108 -24.109

2-3 22.551 13.842 -17.803 閉比（精度）

3-4 24.639 23.781 6.444 （ΣSr：全測量線長）

4-5 38.329 11.770 36.477

5-6 27.778 16.917 22.032

6-7 36.584 -30.680 19.929

7-1 50.991 -27.482 -42.952

合計 226.308 0.040 0.018

測線
EL

2
＋ED

2

P

１
＝

ΣSr

E
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 (9) 東カリマンタン地区近隣炭鉱従業員等研修 

1) 東カリマンタン地区近隣炭鉱従業員等研修指導 

① 研修場所 

 東カリマンタン州鉱山局会議室 

    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

鉱技術の啓蒙普及を目的として、東カリマンタン州鉱山局において以下の内容で

研修を実施した。以下に、表 1.1-5東カリマンタン地区研修カリキュラムを示す。 

表 1.1-5 東カリマンタン地区研修カリキュラム 
時 間 教 育 内 容 通訳 

 9：00～ 9：35 

開講式挨拶 

・ジョコ東カリマンタン州鉱山局課長 

・アグン HRDCGMC 課長 

・エコ GDM炭鉱部長 

 

 9：35～ 10：00(入江) インドネシアにおける派遣研修 スクマナ 

10：00～10：45(片桐) 坑内掘り炭鉱の労働安全衛生 エディ 

10：45～11：10(ベニー) GDMの坑内掘り開発の進捗状況  

11：10～12：05 

（入江、片桐、濱崎、川田、ベニー） 
質疑応答 

スクマナ 

エディ 

12：05～12：15 
閉講式挨拶 

・マルクス鉱山局課長 
 

(講師：入江指導員、片桐指導員、濱崎指導員、川田指導員、ベニーGDM炭鉱保安技術管理者) 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-150 東カリマンタン研修風景    写真 1.1-151 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 28年 11月 24日（木） 9：00～12：15      研修生 21 名 

出席した政府機関  

1) バンドン地質・鉱物石炭人材開発センター（HRDCGMC）：2 名 

2) サワルント坑内採掘技術教育訓練センター：2 名 

出席した東カリマンタン州の炭鉱 

3) エクマリンド炭鉱：1 名 

4) グルバン・ダヤ・マンディリ（GDM）炭鉱：2 名 

5) ウェラルコ・スブル・ジャヤ炭鉱：3 名 

6) メガ・プリマ・ペルサダ炭鉱：1 名 
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7) インドマイニング炭鉱：1 名 

8) トリセンサ・ミネラル・ウタマ炭鉱：1 名 

9) キタディン炭鉱：1 名 

10) ムルティ・サラナ・アフィンド炭鉱：1 名 

11) バラ・クマラ・サクティ炭鉱：1 名 

12) レンチャナ・ムリア・バラタマ炭鉱：1 名 

13) リンジャニ・カルタネガラ炭鉱：1 名 

14) アヌゲラー・バラ・カルティム炭鉱：1 名 

15) ベリンギン・アラム・ラヤ炭鉱：1 名 

16) ムルティ・ハラパン・ウタマ炭鉱：1 名 

④ 開講式挨拶 

a. グヌン・ジョコ東カリマンタン州鉱山局課長の開会挨拶 

   ご列席の皆様、サマリンダにようこそ。東カリマンタンの坑内掘り炭鉱について

は、FBS炭鉱、キタディン炭鉱があったが現在は閉山した。露天掘りは、すぐに利

益が出せるので、東カリマンタンの炭鉱は殆ど露天掘りを採用している。このセミ

ナーで東カリマンタンに坑内掘り炭鉱が新たに開発されることに期待している。 

鉱山局長のメッセージを伝えたい。炭鉱会社の数社は現地の鉱山事務所にオーガ

ーマイニング採炭を申請した。理由として、露天掘りは地下の深いところを採炭出

来ない、民家の土地を買おうとしたら価格が高過ぎることから、他の採炭方法で採

掘せざるを得ないため。このセミナーで坑内掘りの知識等を得て、自分の会社で坑

内掘りを採用して欲しいと考えている。露天掘りと坑内掘りをは、例えるならば自

動車と飛行機みたいなものである。露天掘りを自動車とするならば、自動車は常に

地表に危険性が無くて安全に走行することができるが、気をつけないと同じ交通事

故が再発生することがある。坑内掘りを飛行機に例えると、飛行機は空を飛んでい

る時、悪い天候、雲、雷等の危険性があるが、技術が進歩したことにより、その危

険性の対策をすることで安全に乗れる。知事の命令に従って 2018年までに、300炭

鉱のうち操業しなくなった炭鉱について、40%の露天掘り跡の池を埋め立てする目

標である。露天掘り炭鉱は操業を順調にしているが、操業が終わった時に埋め立て

作業を嫌がる炭鉱が多い。また、露天掘りにより悪い影響が出れば、炭鉱の周辺に

住んでいる住民から文句や訴えをよく受けている。最近は、地方分権で鉱山関係は

2014年から 2016 年にかけて州政府の方に移管されているが、採掘申請は国内投資

家や外国投資家に合せて 1390件の申請で、現地鉱山事務所が忙しくなるので、外

国投資家については中央政府の方に返還し、特に投資管理庁に申請させて、エネル

ギー鉱物資源省が管理・監視・指導することになる。この研修にご尽力いただいて

心から感謝を申しあげる。 

b. アグン地質・鉱物石炭人材開発センター課長の挨拶 
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   今年はエネルギー鉱物資源省で組織が再整備された。特に教育訓練センター

（ETCMC）は石炭及び鉱物しか担当していなかったが、今年 6月に地質を加えて、

地質・鉱物・石炭人材開センターに変更した。この炭鉱技術移転事業は 2002年度

に開始して、公務員・大学・炭鉱の代表を日本に派遣する受け入れ研修を実施して

いたが、2009年度にこの研修は一度終了した。最近になって、インドネシア政府の

エネルギー鉱物資源省と日本の経済産業省とが協力して、日本への受け入れ研修を

再開し、本年は鉱山事務局の公務員・大学・炭鉱の代表およそ 50人が研修生とな

ることを希望している。 

c. エコ GDM炭鉱部長の挨拶 

   私は司会者とセミナー担当者を兼務している。研修の招待者は東カリマンタン州

鉱山局である。先ほど、皆さんが聞いたように最初の挨拶が鉱山局課長のグヌン氏

で 、次は地質・鉱物石炭人材開発センター課長のアグン氏である。本日のセミナ

ーは 2度目であるが、1回目は去年 12月実施した。今年は予定より早めに進んで

11月に行っている。我が社は坑内掘り炭鉱を開発する時に、日本の坑内掘り炭鉱技

術を参考にした。MMR指導員による採鉱、電気、機械、保安等の指導・研修などを

受け、GDM炭鉱で実際に実施している。露天掘りにも採鉱技術、電気技術、機械技

術、保安技術があるが、坑内掘りでもその技術を必要とするものの、露天掘りに比

べると違う事項も多い。 

次は MMR入江指導員が今年度の炭鉱や大学で実施している派遣研修について説明

するとともに、続いて、MMRの片桐指導員から坑内掘り炭鉱の労働安全衛生につい

て発表して貰う。最後に、GDM炭鉱における坑内掘り開発の進捗状況についてベニ

ー保安技術管理者が説明する。 

⑤ 発表後の質疑応答 

a.質問：メタンガス濃度は 5%から 15%で爆発するが 9.5%がどうして一番危ないのか。 

回答：CH４爆発範囲 5～15%で最大爆発は 9.5%となることは、模擬坑道等に CH４を

注入して数々の実験で CH４の爆発範囲最大爆発の濃度がわかったものであ

る。 

b.質問：坑内での粉じんはどこで発生するか。 

回答：一次発生原は採炭切羽、掘進切羽で、機械発破、コールピック等で切削、破

砕する時に発生する。また、石炭・岩石に削岩機で穴を開ける時、保坑作業

で坑道周囲の石炭・岩石を切り崩す時に発生する。 

二次的に発生するのは破砕された石炭・岩石を運搬する時に発生する。特に、

コンベヤによる積み替え口で多く発生して炭車運搬時でも発生する。 

c.質問：CH4の排除はどうするか。 

回答：CH4は常に石炭層から湧出している。一度 CH４を排除したから無くなるもの

ではない。掘進切羽、採炭切羽が遠くなるほど、供給する風量は減少するも

のである。CH４を抑制するためには常に風量により調整しなければならない。

そのことから通気管理は坑内にとっては重要である。 
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高落箇所の CH４は坑道中に通っている風では排除出来ない。よってエアージ

ェット又は穴を開けた風管等で排除することもある。 

d.質問：大自然に対しての経験を積むこととは。 

回答：大自然がもたらす現象、それによる影響は一定のものではない、坑内におい

ても地圧、地熱、ガス、水等が及ぼす影響を体験、経験、改善又は対処して

きたものが、その後に活かされるからである。 

e.質問：今、炭価が安くなっているのに GDM炭鉱はどうして坑内掘りをやるのか。 

回答：露天掘りの鉱区が少なくなり、地下に可採埋蔵量が多くあり、露天掘りでは

深度 400m までは採炭されないので坑内掘りで採炭することにした。露天掘

りをしている時に、道路を作ったり破砕機を設置したりした。露天掘りが終

わって坑内掘りに移行すると道路と破砕機は使えるので役に立つと考えて

いる。また、坑内掘りを開発するにあたって、池島炭鉱から設備を安く買っ

てきて GDM 炭鉱に導入した。最近、6 月から 7 月には石炭の単価はトン当た

り 60$で利益が見込める。 

f.質問：採炭方式としてどうしてロングウォールを採用したのか。 

回答：GDM 炭鉱では岩質は弱くて、残柱を採炭すると多くの支保が必要で費用が高

くなる。長壁式で採炭すると、採炭跡の天井が自然に落ちる。落ちた岩石が

破砕して膨れて量が増えて自然支保により地表は陥没しない。費用的には安

く、石炭は完全に取れる。 

g.質問：災害率はどのぐらいか。 

回答：災害は起こっていない。 

h.質問：作業員はどのぐらいか。 

回答：現在の作業員は 175人で、LW採炭する時は 500人を雇う予定である。 

⑤  マルクス鉱山局課長の閉講式挨拶 

 露天掘りは環境破壊問題、民家と敷地紛争が発生しており、最近は民家の土地を買

うと価格が高い。坑内掘り炭鉱が現地に展開されるように政府が推進していく必要

がある。露天掘りで開発すると周辺の民家と紛争を防止することが出来なくて、解

決方法が無い。最近は露天掘りで開発するために民家の土地を買うと非常に高い費

用を要すると考えている。東カリマンタンでは環境問題が多く発生し、政府からの

森林伐採等の規則も厳しくなっているので露天掘りから坑内掘りに転換を望んでい

る。インドネシアの露天掘り炭鉱で環境問題や敷地紛争が起きており、坑内掘りを

展開すると環境破壊問題などの対策ができることを証明しなくてはならない。その

対策としては日本の政府によるインドネシアへの坑内掘り炭鉱技術の移転が必要で

ある。これでセミナーを修了します。 
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(10) 研修実績一覧（表 1.1-6 東カリマンタンチーム） 

研修項目 細目 内容 期間 受講者 

採

鉱 

採鉱技術 掘進機運転技

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 

9/29～10/19 

11/7～12/6 

1/9～2/14 

9/30,10/10 

11/9～12/24 

12/5,6,2/9 

32 

 

 

22 

坑道掘進技術 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、切羽ポ

ンプ管理、トラフの直線化、トラフ延長、ベタ

成木入れ、RH 掘進時の EBC ベルト延長手順方

法等の現場実技指導 

9/28～10/19, 

11/5～11/8 

11/21～12/19 

1/7～1/23 

1/28～2/13 

9/29～10/19 

11/5～11/25 

11/28～12/19 

1/7～2/10 

10/11～10/19 

11/5～11/17 

10/11～10/19 

11/5～12/19 

1/7～1/30 

27 

 

42 

 

 

40 

 

41 

 

10 

 

24 

保坑技術 間枠入れ、荷抜き、整盤作業、脚材立前修正、

成木差替え、切張入れの直線化、、坑道維持管

理、ベタ切張入れ、脚材補強、溝割り、通路側

板張り、鉄矢木打設、整理整頓方法等の実技指

導 

10/10～10/19 

11/～12/19, 

1/7～1/13 

12/8～12/16 

11/9～12/9 

12/9～12/19 

1/7～2/3 

12/19,1/7～2/9 

10/12～10/19 

11/～12/19, 

1/7～2/9 

12/9～12/19 

1/7～2/9 

37 

 

 

14 

25 

39 

 

36 

28 

 

 

19 

 

運

搬 

坑内運搬技

術 

 

パンツァーコ

ンベア（PC）管

理技術 

PC新設・撤去、日常点検、故障復旧技術、部品

整備、予備品管理等について指導 

10/11,10/19 

10/12～10/19 

11/10～11/11 

10/13～10/19 

11/11 

11/16～11/18 

11/25～11/28 

1/19～1/20 

3 

11 

 

5 

4 

4 

5 

5 

ベルトコンベ

ア（BC）管理技

術 

南斜坑の BC 点検方法、運転管理、部品整備、

延長、動力計算等について指導 

12/8～12/12 

12/13～12/19 

12/19～12/19 

1/9～1/9 

14 

  14 

  5 

6 

ホイスト管理

技術 

ホイストの設置方法、運転操作、動力計算、車

道敷設等について指導 

10/10,12 

1/16～20 

2/6,14 

2/6 

11/7～11/21 

1/12,13 

4 

 

 

6 

10 

7 
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機

電 

 

 

 

機械技術 排水技術 

 

主要ポンプ座計画、自然流下による集水、切り

羽周辺の水処理、溝割り、バック及びポンプ管

理、バケットコンベアによる粉炭処理、水中ポ

ンプの整備等について指導 

10/19,1 

1/22～26 

1/10 

8 

RH メンテナン

ス技術 

RHの日常点検整備、故障対策、予備品管理、部

品整備等について指導 

9/29～9/30 

10/10 

10/30 

11/7～11/9 

11/14～11/15 

11/11～11/18 

11/11,11/21～24 

11/18 

11/22～11/24 

12/5 

1/18～1/23 

1/20～1/23 

2/10 

6 

6 

6 

7 

7 

6 

6 

3 

6 

6 

5 

5 

3 

各種機器の整

備技術 

圧縮空気機械指導 

主要扇風機設置指導 

12/15,16,19 

1/9～20 

3 

5 

電気技術 坑外電気設備

管理技術 

昇圧用トランス設置接続の指導、坑内 2目貫電

気室への高圧送電のための高圧配電函の接続

指導、主要扇風機と予備扇風機の設置接続の指

導、局部扇風機の電磁開閉器取替え接続指導 

9/30,10/3,19 

11/7,8,18,21 

12/7 

11/24 

12/6,7,9,12 

1/12,17,20 

1/17～19 2/1,9 

28 

 

 

15 

 

 

6 

ＲＨメンテナ

ンス技術 

日常点検・定期点検並びに機器の整備・改善指

導中国製の RH2号機が導入され、各モーターの

絶縁測定、動力ケーブル点検、制御盤内点検、

リレー、操作ケーブルの点検、切削モーター箱

点検等の指導、RH電源ケーブ延長接続の指導 

10/10,13 

11/23,24 

14 

6 

坑内電気設備

管理技術 

坑内 2目貫電気室の機器搬入、据付、高圧及び

低圧機器の接続指導、局部扇風機の移設に伴う

メーンスイッチ、電磁開閉器、扇風機の接続運

転指導、 

RH、SDL、ポンプの 2 目貫電気室への負荷替え

接続指導 

9/29,10/10,14 

11/9～11,14～17 

23,25,12/8,9 

1/9,10,18,2/6 

11/22,11/28 

1/16,19,23,31 

12/9,14,15 

12/5,16,19  

1/11,2/2,3 

10/13,12/8,13 

2/1,7,9,10,13 

2/14 

12/8 

10/18,12/16 

16 

 

 

 

26 

7 

7 

16 

 

15 

 

 

5 

5 

各種機器整備

技術 

中国から購入したメーンスイッチや電磁開閉

器の動作試験の指導、SDLやロードヘッダーの

制御盤内部点検整備指導、主要扇風機及び予備

扇風機、局部扇風機に使用する非防爆型の電磁

開閉器の動作試験の指導。250HPコンタクター

の接触子整備指導 

10/3,11,12,17 

1/13 

2/8 

1/9,13 

12/8 

11 

 

5 

5 

5 

保

安 

保安技術 

 

 

保安管理技術 重大災害防止、管理者の保安管理、天井側壁の

打診点検、規則の厳守等の指導 

11/11,14,18, 

12/16,1/20 

2/3,10 

14 
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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 

10/14,12/9,16 

1/13,20,2/3,10 

110 

10 

通

気 

通気技術 通気管理技術 風管管理、ガス測定のガス管理、主扇設置、風

門作り、漏風止め等の指導 

10/10～12/9 

12/16～2/2 

6 

5 

炭

鉱

開

発 

炭鉱開発技

術 

鉱山設計技術、

探査測量技術 

坑道設計技術、坑外トラバース測量技術（アラ

ム設置、坑口付近、車道敷設、ホイスト基礎、）、

機器管理技術、坑内トラバース測量技術（各坑

道、車道敷設）坑内測量技術、坑道センター（中

心線）及び腰線入れ技術、施枠形状測定技術、

ベルト基準線付け等の指導 

10/13,12/8,1/13  

10/3,10～19 

11/21,22,25 

1/18 

11/8,11,15,1/10 

11,12,17,19 

12/5,9,2/6,9,10 

10/12,14 

11/7～14,18,28 

1/10～12,17,19 

11/7,12/8,13,14 

9/30,10/3,10,11 

11/9,11/15～28 

12/7,1/11～20, 

1/30,2/3,8,13 

11/9～11/15 

12/6,7,1/10～31 

2/1,2,6,7,9, 

12/13～12/16 

12 

16 

 

 

 

 

 

4 

7 

 

7 

5 

 

 

 

7 

 

 

4 

選

炭 

石炭加工技

術 

選炭設備管理

技術 

破砕機、振動篩機、ベルトコンベア、石炭船積

み機等の設備管理技術の現場指導と石炭選別、

微粉炭処理、貯炭、石炭分析、品質管理等の指

導 

9/30,10/10,13,19

,11/7～11/10, 

11/16,21,28, 

12/9,12,14,19, 

1/9,12, 

1/16,23,30、 

2/1～2/3,2/10 

8 

 

11 

10 

 

11 

4 

廃水設備管理

技術 

坑内外の廃水処理設備の管理、排水量測定、廃

水試料採取、廃水分析、沈殿物回収等の指導を

行なう。又高分子凝集剤の使用法と沈殿バッ

ク、シックナー、粒別サイクロン等の設計法等

の指導 

10/3,11,12,14,17

,18, 

11/7,8,9,11,14,1

5,17,24,25, 

12/6,8,13, 

1/10,13, 

2/6～2/9 

6 

6 

4 

6 

5 

6 

5 

環境技術 貯炭場管理、捨石場の管理、騒音防止技術等の

現場指導及び環境技術の指導 

11/18.22.25. 

12/5,7,15,16, 

1/13,1/17,18,19,

20,23,31,2/2 

5 

5 

4 

5 

東

カ

リ

マ

ン

タ

ン 

東カリマン

タン地区近

隣炭鉱従業

員等研修 

坑内掘り炭鉱

技術 

坑内掘り炭鉱技術の啓蒙普及 11/24 21 
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1.2 西スマトラチーム 

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

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

 

1.2.1 研修実施炭鉱の概要 

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

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

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

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

採掘、AICJ坑は B層を沿層掘進で坑内展開。以下、AICJ炭鉱（鉱区）位置を図 1.2-1に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                図 1.2-1 AICJ炭鉱位置図（出所：各種情報より MMR作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-2  AICJ炭鉱の AICJ坑と AIC坑の位置図 

AICJ坑 

AIC坑 
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(1)坑内計画概要 

AICJ坑第 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更し、偽傾斜で掘進する計画で坑内展開中である。今後、第 1斜坑

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。現

在の採掘石炭層は B層であるが、2018年 5月頃に AIC坑の B層が終掘予定となるため、そ

の後 2018年 6月頃から C層（B層下 35mにある）を採掘する計画である。 

図 1.2-3に 2016年 12月 30日時点の坑内掘進実績図（青色の部分）を示す。 

          

 
図 1.2-3  AICJ坑の B層の坑内掘進実績図 

 

 

第 1斜坑 

第 2斜坑 

扇風機坑道 

偽傾斜斜坑 

採炭用の坑道 

（4本の坑道） 
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(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炭鉱生産量推移表（年別）（原炭 t、掘進長 m 負傷者数 人） 

年 2011 年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年   計 

全体生産量 42,980 49,603 13,638 26,344 26,126 17,315 176,006 

坑内掘生産量 10,051 6,538 2,630 12,912 18,633 13,126 63,890 

掘進長（AICJ坑）      519 519 

負傷者数 0 0 0 1 0 0 1 

 

(3)研修項目 

西スマトラ地域では、AICJ 炭鉱をモデル炭鉱として、炭鉱掘進・採炭及びガス爆発災害防止対

策など、６回の指導業務を実施（表 1.2-2 今年度の研修日程及び研修項目参照）。 

〈採鉱技術〉 

   ①掘進力の強化のための、先受け掘進法、成木当たり付け、施枠技術。 

②採炭力の強化のための、採炭箇所における空木組みの規格化、半機械化採炭技術。 

〈通気技術〉 

③AICJ 坑における主要扇風機の設置に関する行程、工事法、保安上の注意点及び通気シ

ミュレーションのための通気回路網解析。 

〈炭鉱開発技術〉 

   ④断層出現に伴う、採掘計画の修正変更。 

〈保安技術〉 

   ⑤ガス爆発防止のための坑内保安パトロールの実施及び坑内保安規程の作成手法。 

〈運搬技術〉 

   ⑥坑内の奥部化・深部化に対応として、ホイストの 18mm ワイヤーロープ使用とロープソケッ

ト入れ、ロープリフト据え付け）。 

⑦ベルトコンベヤの経年劣化対策、点検方法、運転管理、部品整備。 

〈機電技術〉 

   ⑧大型ホイスト及び揚水能力強化のため 5.5kw ポンプ等の整備メンテナンス。 

   ⑨ホイスト、ベルトコンベヤ、ポンプなどの機電関係設備の経年劣化対応及び整備メンテナ

ンス。 

表 1.2-2  平成 28年度西スマトラチーム研修日程及び研修項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月

日付 28 29 30 7 10 11 12 13 14 3 4 7 8 9 10 11 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 15 16 19 20 21 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14

曜日 水 木 金 金 月 火 水 木 金 木 金 月 火 水 木 金 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火

AICJ炭鉱研修

研修準備、現場状況把握

１．採鉱技術

①掘進技術

②採炭技術

③保安技術

④通気技術

⑤炭鉱開発技術

２．運搬技術

①ﾎｲｽﾄ管理技術

②ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ管理技術

３．機械技術

①排水技術

②ﾎｲｽﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ技術

４．電気技術

①ﾎｲｽﾄ、ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ維持管理技術

②ポンプ維持管理技術

③各種機器整備技術

④75kwメインファンYΔ起動盤製
作及びメンテナンス技術

2月9月 11月 12月 1月10月
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1.2.2 研修項目別事業実績 

(1) 採鉱技術 

1)採炭技術指導 

① 研修箇所 

・AIC坑坑内 

② 研修内容 

・柱房式採炭における空木組み基準の技術を習得 

させるため、空木組みの間隔について現場状況 

の判断基準を加えた作業規格を作成し空木組み 

基準を明確にするよう指導した。 

 

 

写真 1.2-1 空木組み間隔の規格化の指導 

2)沿層掘進技術指導 

① 研修箇所 

・AIC坑坑内、AICJ坑坑内、坑外、会議室 

② 研修内容 

・自然条件の異なる掘進箇所における先受け掘進 

法の技術を習得させるため、昇り傾斜の坑道に 

おいて先受けする場合に、先受け材に釘を所定 

の位置に打ち込み、木梁が手前に滑らないよう 

にする方法と天井刎ね成木の位置を入れ替える 

こと、木枠の端部の切り込み方、及び掘削した 

石炭を足場にすることを指導した。 

写真 1.2-2 昇り傾斜坑道の先受け法の指導 

・木枠の腐食対策及び腐食に関する定量的な知識を理解向上させるため、木枠の強度は

腐食により 2ヶ月で強度が 1/3になることを説明し、採掘跡の近傍や断層箇所付近は

間枠入れを強化し、概ね 1年を目途に補強するよう指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.2-3 腐食による成木折れ       図 1.2-4 腐朽処理期間と強度・質量減少率の関係 

・AICJ 坑の C1 層と C2 層を両方採掘するための厚層採掘法と揚炭方法及び単鉄柱を掘進

坑道に使用する方法等について理解を向上させるため、C1層の下盤を掘り下げる方法、

スクウェアセット法で採掘する方法及び単鉄柱の上柱を溶接して使用する方法等を指

導した。 

成木折れ 
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図 1.2-5   スクウェアセット採掘法の説明図 

 

(2) 運搬技術 

1）ホイスト管理技術 

 ① 研修場所 

 ・AICJ炭鉱現場詰所、AICJ炭鉱ホイスト座 

② 研修内容 

a. 函の逸走防止策の技術を向上させるため、ロープの測定方法、目視点検、点検表の記

入等を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.2-4 ロープの測定方法の指導   写真 1.2-5  記録簿と測定結果の記入指導 

 

2）ベルトコンベヤ管理技術 

 ① 研修場所 

 ・AICJ炭鉱現場詰所 AICJ炭鉱 B層ベルト坑道 

② 研修内容 

・ベルトコンベヤの管理に対する意識を向上させるため、ベルトコンベヤ運転中の事故防

坑木 正 面 図 

断 面 図 

坑木を釘で相互に打

ち付けて固定するス

クウェアセット法 

坑 木 
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止と管理についてベルト番の心得と注意事項、ベルトコンベヤの保守管理について運

転前点検、運転中の注意事項、ベルトの片寄り、ベルトコンベヤ各部の異常音、異常振

動、発熱への注意、ベルトコンベヤ各部の変形、芯狂、摩耗、破損の有無に注意するク

リーナの効き具合はよいか等を説明指導した。また、現場でベルトの片寄りの原因調査

と修正方法の実技指導をした。 

 

 

 

 

 

 

写真 1.2-6 ベルト番心得注意事項指導   写真 1.2-7 ベルトコンベアの保守管理指導 

 

(3) 機電技術 

1）ホイストメンテナンス指導 

① 研修場所 

・AICJ炭鉱整備工場 

② 研修内容 

・坑内奥部化に対応するため新たに 30馬力ホイストメンテナンスとして、分解前の注意

事項、分解準備、ブレーキ分解、クラッチ側軸受部分解、遊星ギヤー部分解等ホイスト

各部の点検手入れ、組立試運転調整を指導し、トラブル対応対策として各部品の再チェ

ックを指導した。 

 

 

 

 

 

写真 1.2-8 遊星ギヤー部分解指導     写真 1.2-9  クラッチ部のキズの手入れ 

2）排水技術指導 

 ① 研修場所 

 ・AICJ炭鉱整備工場 

② 研修内容 

・5.5kw、2馬力ポンプメンテナンス技術を習得させるため、2種類のポンプの分解と各

部品の点検方法、手入れ、補修、部品の交換状態、洗浄、組み立て試運転まで指導し

た。 

 

 

 

 

 

写真1.2-10 ポンプの分解指導       写真1.2-11  ベアリングの点検指導 
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3) 坑内設備維持管理技術指導 

① 研修場所 

・AICJ坑工場、現場詰所、AIC坑 B層 

② 研修内容 

・坑内電気設備、機器の維持管理の技術習得及び技術力の向上を目的として、電気設

備、機器、ケーブル等の選定と、ノーヒューズブレーカー、マグネットスイッチ等の

特性等を理解させ、使用負荷に対応した機器の選定等ができるように指導した。 

・今後の電力量増加に対応する為、電気設備の改善(機器、ケーブル等の容量)等を指導

した。 

・電気設備メンテナンス技術習得と技術向上の為、AICJ 炭鉱の電気設備改善、炭鉱の電

力使用量のチェック、電力料金の節減、受電設備の有効利用、電圧降下の低減等を計る

為、電力の力率改善方法で、進相コンデンサーの働き等を指導し、進相コンデンサーを

設置した時の力率改善による効果等を指導した。 

・防爆電気機器設備の維持管理の技術習得及び技術力の向上を目的として、防爆電気機器

の構造管理技術、設置工事の基礎、電気による災害防止対策等の座学指導を行い防爆機

器の必要性を指導した。 

・坑内電気設備、機器維持管理の技術習得及び技術力 

の向上を目的として、11kwホイスト設置工事に伴 

う電気信号装置関係の取付け位置の指導を坑内 AIC 

坑 B層にて行い信号装置の必要性を指導した。 

 

写真 1.2-12 電気信号装置取付位置指導 

4) 電気設備メンテナンス技術指導 

① 研修場所 

・AICJ坑工場、現場詰所、工場 

② 研修内容 

a  75KW主扇起動盤メンテナンス技術指導 

 ・75KW主扇起動盤メンテナンス技術習得と技術向上を目的として、AIC炭鉱 75KW主扇起

動盤の製作指導を行った。旧 75KWリアクトル起動盤内の小型機器が古い為に、機器の調

達が難しくメンテナンスが難しい状態である。現在一般的に市販され、容易に手に入る

機器を購入し、起動盤の製作指導をした。従来はリアクトル起動盤方式であったが、調

達できる機器を使用して、スターデルタ方式の起動盤に変更製作させた。旧小形機器 

の取り外し、新機器の取付け配列、機器取付け用の穴あけ加工、内部配線のケーブル通

し穴あけ加工、操作ケーブル、動力ケーブルの配線等、動力ケーブル結線、接続時の注

意事項等も指導しながら完成させ、主扇モーターの方向確認、試運転等を行い、75KWス

ターデルタ方式の起動盤の製作技術、起動盤内に使用されている保護装置メンテナンス

技術等を指導し又、取り外した起動盤内の旧小型機器のチェック及び再利用方等につい

ても指導した。 
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写真 1.2-13  75KW主扇起動盤製作       写真 1.2-14  75KW主扇起動盤製作 

 

b ホイストメンテナンス技術指導 

 ・ホイストメンテナンス技術習得と技術向上の為、11KW 電気ホイストのモーターオーバ

ホール、ローターコイル、ステーターコイルの抵抗、絶縁測定及び測定結果による良否

判定、モーター絶縁低下時の絶縁アップ方、ローターベアリングの手入れ、ベアリング

の取替え、ホイスト本体手入れ組み付け等を指導した。  

 

 

 

 

 

 

写真 1.2-15  11KW モーター分解点検       写真 1.2-16 11KWホイスト組み付け 

・30 馬力電気ホイストもメンテナンス技術としてモーターの測定、モーターケーブルベ

ルマウスへの適合ケーブル選定、ホイストの試運転、運転操作、無負荷、負荷時の電流

チェック等を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

    写真 1.2-17   30馬力ホイストモーターチェック    写真 1.2-18  30馬力ホイスト試運転電流チェック 

 

 c ポンプメンテナンス技術指導 

  ・水中ポンプのメンテナンス技術習得と技術の向上を目的とし、2馬力ポンプ及び 5.5KW

ポンプモーターの抵抗測定、絶縁測定、ポンプモーターの回転方向確認方法、ポンプの

簡易揚水試験等、又ポンプモーターの絶縁低下時の対応、絶縁アップ方法の要領等を指

導した。 

 d 坑内外電気設備メンテナンス技術指導 

  ・坑内外電気機器のメンテナンス技術習得と技術レベル向上の為に、各種マグネットス

イッチ、メーンスイッチ等の整備、坑内防爆照明器、故障探求要領、日常での定期点検

等、機器の維持管理等を指導した。 

 e ベルトコンベアメンテナンス技術指導 
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・ベルトコンベアのメンテナンス技術習得と、技術レベル向上の為に、日常でのベルト

コンベア機器の維持管理及び故障探求要領、ベルトコンベアの起動方式を直運転から

スターデルタ方式の起動に変更する為の技術指導をした。 

・ベルトコンベアのメンテナンス技術習得と、技術レベル向上の為に、スリップリレー、

解除スイッチ、レベルスイッチ、片寄りスイッチ、煙検知器等の保安装置の接続方法、

及び取付け方法等の座学指導をした。 

 

 (4)  保安技術 

1) 坑内保安技術指導 

① 研修場所 

・会議室、AIC坑坑内、AICJ坑坑内 

② 研修内容 

・ガス爆発防止に特化した坑内保安パトロールの技術を現場で習得させるため、AICJ坑、

AIC 坑 C 層においてガス、照明灯、風量のチェックをし、問題点、改善処置をチェック

用紙に記載する方法等を指導した。 

・炭車に関する災害防止対策の理解を向上させるため、直巻きホイスト操作スピードを規

格通りとすること、操作合図は確認し見込み操作しないこと、炭車で坑木を運搬する際

は 2箇所荷造りすること、通路の足場の木は 70cm間隔にして埋め戻すこと、揚水する

場合は坑道に直接流水させないでホースを使用すること、炭車の手押し区間をなくし

ホイストを設置させる等を指導した。 

 

 

 

 

 

 

写真 1.2-19               写真 1.2-20             写真 1.2-21 

AIC坑 C層の坑内保安パトロールの指導  炭車に関する事故防止対策の指導   坑内にホイスト設置指導 

 

(5) 通気技術 

1) 通気管理技術指導 

① 研修場所 

・会議室、AIC坑坑内、AICJ坑坑内 

② 研修内容 

 ・ガス爆発防止技術を習得させるため、終掘箇所の坑道入口を仮遮断するよう指導した。 

 

 

 

 

 

 

写真 1.2-22  坑道仮遮断等の指導 
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・採炭切羽の密閉帯が重圧で破損していたので、補修を指導。 

 

 

 

 

 

 

写真 1.2-23 補修前の密閉帯前面      写真 1.2-24 補修後の密閉帯前面 

 ・AICJ 坑に断層が出現し、採掘範囲が狭められる場合の通気計画作成技術を習得させる

ため、現状の 4 台の局部扇風機で必要風量を確保するため、掘進箇所は 4箇所とし、風

管通りを作り風管の断面を確保するよう指導した。 

  ・風管による吹込み式の主要通気方式において採掘箇所の戻り風を使用して別の掘進箇

所に通気する方法についての理解を向上させるため、ガスチェック、風管管理の人員を

増やすこと、及び主要扇風機が停止した際は坑内の局部扇風機を停止させるインター

ロック機構を備えることが必要であることを指導した。 

・AICJ坑においてガス測定とガス検定器の管理について理解を向上させるため、光干渉

式のガス検定器について測定原理と０点調整法等を指導した。 

 

 

 

 

 

写真 1.2-25  光式ガス検定器の測定、管理法指導 

 

2) 通気網解析技術指導 

① 研修場所 

 ・会議室 

② 研修内容 

・11kw扇風機を主要扇風機として使用する場合の通気回路網解析技術を習得させる。12 

月分の通気技術理解度確認試験として通気網解析演習問題を実施。 

・現場で測定した風速値と通気圧から抵抗を計算し、風丸ソフトに抵抗数値を入力し、    

75kw扇風機を主要扇風機として使用する通気回路網解析について指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

     写真 1.2-26   通気回路網解析の指導   写真 1.2-27  75kw扇風機主要扇風機使用の通気 

回路網解析の指導 
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 (6) 炭鉱開発技術 

1) 鉱山設計技術指導 

① 研修場所 

 ・AICJ坑坑内、AIC 坑坑内外、会議室 

② 研修内容 

・AICJ 坑 B 層に出現した断層による採掘変更計画作成技術、特に揚炭技術、通気施設技

術を習得させるため、新採掘計画図（図 1.2-6）に基づき、主要斜坑の揚炭方法、通気

施設配置について指導した。 

 

 

 

 

 

 

写真 1.2-28 新採掘計画図に基づく揚炭・通気施設配置の指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-6  AICJ坑 C層の採掘計画図 

 

・AICJ 坑 C 層の採掘計画図についての問題点は、部分的に炭丈が 1．3m と低いこと、断

層の存在、奥部の炭層傾斜が急で採掘出来ない等であり、その対策についての知識及び

AIC 坑と AICJ坑間の区域の採掘計画作成の理解を向上させるため、AICJ炭鉱側が作成

した採掘計画図を基に断層位置、炭層傾斜、炭丈の高さを考慮し、採掘坑道の坑道断面

の大きさ、採掘方法、揚炭方法、硬処理、揚水方法及び埋蔵量に見合った揚炭施設、通
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気施設の設置等について指導した。（図 1.2-7､8 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.2-29  AICJ 坑 C 層の採掘計画図検討の指導 

 

 

図 1.2-7  AICJ坑 C層の主要斜坑の断面計画図 

 

 

         図 1.2-8 AICJ坑 C層の採掘坑道の断面計画図 

木枠 

頁岩の裏込め 

鋼枠 

木枠 

炭車 

風管 
石炭 

頁岩 
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 (7) 理解度確認試験 

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

で達成度は 80 点以上とすることを目標とし理解度確認試験を実施した。以下に理解度

確認試験を示す。理解度確認試験は 2回実施した。 

 

表 1.2-3 1回目理解度確認試験内容 

技

術 

問    題 備考 

採

鉱 

問 1．採炭箇所で空木組みする基準を記載せよ。 （20点）    

問 2．先受け掘進法の特徴を 2つ記載せよ。 （各 10点 合計 20点） 

問 3．成木当付けの注意点を３つ記載せよ。 （各 10点 合計 30点） 

問 4．木枠腐食への対策 2つ記載せよ。 （各 15点 合計 30点） 

全問筆記試

験 

保

安 

問 1．防じんマスクはなぜ使用するのか記せ。  （30点） 

問 2．ガス爆発防止のための坑内保安パトロール時に注意する点を 3 つ記載せよ。

（各 10点 合計 30点） 

問 3．坑内保安規程作成に当たり考慮する点を 2つ記載せよ。（各 20点 合計 40点） 

〃 

通

気 

問 1．通気量が 500ｍ3/分の坑道に 1.5％のガスがありますこのときのガス含有率は

いくらか。 

  また、ガス濃度を 1.0％にするには風量をいくらにすればよいか。  

（2 10点 ②15 点  合計 25点） 

問 2．11kw 扇風機 2 台並列を 2 組運転し、掘進箇所を 5 箇所の風量を賄うように通

気回路網解析せよ。（75点） 

問１は筆記

試験、 

問２は実技

試験 

炭

鉱

開

発 

問１．下記の採掘図について通気施設と揚炭経路を記載せよ。 

（各 20点 合計 40点） 

 
問２．断層出現で採掘計画を変更する場合に考慮する事項を３つ記載せよ。（各 20点 

合計 60点） 

全問筆記試

験 

運

搬 

ロープの端末止めの種類を記入してください 

例題 

＊クリップ止め  

  ロープを折り曲げ数個のクリップやクランプでロープの端末を固定する 

１．アイススプライス  

２．Mコース 

３．合金ソケット止め 

４．ロングスプライス 

〃 

機

械 

ポンプ部品整備について各部品の手入れ点検方法を記入してください 

１．ボルト・ナット手入について  

（１）    

（２）    

２．パッキン・シール類について    

（１）  

（２） 

３．ケーシング類 について  

（１） 

（２） 

 ４．電気品 について   

（１）   

（２）  

〃 
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 ５．底板 について   

（１） 

（２）  

電

気

１ 

１．下記の回路図を見て、机上の機器に配線接続し、回路を完成させなさい。(配点

４０点) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．下記の回路図を見て、机上の機器に配線接続し完成させなさい。 

(配点６０点) 

実技試験 

電

気

２ 

１.下記の回路図を見て、机上の機器に配線接続し、回路を完成させなさい。(配点

４０点) 

 
２．下記の回路図を見て、机上の機器に配線接続し完成させなさい。(60点) 

 

〃 

 

 

正転 

R１-NO 

R１ 

RL R２-NC 

停止 

逆転 

R２-NO 

R1-NC 

R２ 

GL 

THR 

正転・逆転操作回路 

Ｒ Ｔ 

Mg/SW 1 

Mg/SW 2 

自己保持回路

ON

 OFF

R1

YL

GL

RL

Ｒ1－２NC

MG-
SW

R T

ＭＧ-1NC

ＭＧ-1NO

R1-1NO

自己保持回路

ON

R1-1NO  OFF

Ｒ１

YL

Ｒ１-2NO

MG-
SW

R T

 

正転 

R1-NO R2-NC 

停止 

 

逆転 

 

R2-NO 

R1-NC 

R2 

THR 

Ｒ Ｔ 

R1 

正転・逆転操作回路 

 

Mg/SW 2 

Mg/SW 1 
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表 1.2-4 2回目理解度確認試験内容 

技

術 

問    題 備考 

採

鉱 

問１．木枠坑道の保坑方法を 3つ記載せよ。 （各 10点 合計 30点） 

問２．掘進切羽で炭質頁岩の厚さが厚い場合の炭質頁岩を捨てる方法を記載せよ。（20点） 

問３．柱房式採炭切羽で炭質頁岩の厚さが厚い場合の炭質頁岩を捨てる方法を記載せよ。

（20点） 

問４．施枠の注意点を３つ記載せよ。 （各 10点 合計 30点） 

全 問

筆 記

試験 

保

安 

問１． 安全管理に重要な要素を 2つ記載せよ。（各 20点  合計 40点） 

問２． ガス爆発事故が発生し罹災者が発生している際に取るべき措置を 4 つ記載せよ。

（各 10点  合計 40点） 

問３．炭車事故の防止対策を 2つ記載せよ。 （各 10点  合計 20点） 

〃 

通

気 

問１．掘進箇所に戻り風を使用する通気法で重要な対策を 3つ記載せよ。 

（各 10点  合計 30点） 

問２．主要扇風機の移設について考慮する事項を 3つ記載せよ。 

  （各 10点  合計 30点 

〃 

炭

鉱

開

発 

問１．AICJ 坑 C 層の開発で考慮が必要な項目を 3 つ記載し、合わせて対策を記載せよ。

（各 30点 合計 90点） 

①                →   

②                →   

③                →    

問２．現在の AICJ 炭鉱において、坑内で実施できる探査法を記載せよ。 

 （10点） 

〃 

運

搬 

１．ロープの目視点検項目を記入してください。（各１０点、50点） 

２．ロープの取り替え基準になる項目を記入してください。（各１０点、50点） 

〃 

機

械 

１ ベルトコンベアの構成部品を６つ記載せよ。（各 5点 ３０点） 

２ ベルトの保安装置を４つ記載せよ。（各 5点 20点） 

３ ベルトコンベアの運転前の注意事項を４つ記載せよ。（各 5点 20点） 

４ ベルトコンベアのスリップの原因及び対策を各３つ記載せよ。 

（各 5点 ３０点） 

原因 

対策 

〃 

電

気

１ 

１． 電圧３８０ｖで３０ｋｗの電動機を運転したときの電流を求めよ。（合計２５点） 

但し、力率８０％、効率８０％とする 

２． 電圧３８０ｖ、電動機３０ｋｗを断面積５０ｍｍ2のキャブタイヤーケーブル８００

ｍ使用して運転したときの運転中の電圧降下を求めよ。力率、効率は８０％とする。                        

 (合計２５点) 

３． ベルトコンベア保護装置の種類と動作原理を５つ述べよ。 

（各５点 合計２５点） 

４． 坑内外の電線路、電気機器の保護継電器を５つ述べ動作原理を簡単に述べよ。 

（各５点 合計２５点） 

〃 

電

気

２ 

１．電圧４４０ｖで３０ｋｗの電動機を運転したときの電流を求めよ。（合計２５点） 

但し、力率８０％とする 

２．電圧４４０ｖ、電動機３０ｋｗを断面積５０ｍｍ2のキャブタイヤーケーブル８００

ｍ使用して運転したときの運転中の電圧降下を求めよ。力率は、８０％とする。                         

先ず、電動機の電流を求める。上記の計算で電流は４９，２６Ａ （合計２５点） 

３．キャプタイヤケーブルを接続する場合に、必要な材料について列記せよ。（合計２５

点） 

４．電線路の力率を改善すればいかなる利点があるか、２つ以上挙げよ。        

（合計２５点） 

〃 
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(8) 近隣炭鉱従業員等研修指導 

1) 1回目 

① 研修場所 

 ・ETUUM（西スマトラ州坑内採掘技術訓練センター）、AICJ坑坑内 

 ②日時 

 ・2016年 12月 15日 

③カリキュラム 

表 1.2-7  1回目近隣炭鉱従業員等研修カリキュラム 

時 間 教 育 内 容 通訳 

 8：00～ 9：00 

諸準備 

開講式挨拶 

・ETUUMインドラ課長 

・サワルント鉱山事務所アブダル石炭部長 

アセップ 

 9：00～ 10：10(野村) 
ガス爆発防止技術、じん肺防止対策技術、 

質疑応答 
アセップ 

10：25～11：00(尾上) 
ポンプメンテナンス技術、ロングスプライ

ス技術、質疑応答 
アセップ 

11：15～11：45(宮岡) 
防爆電気機器構造と管理技術、ケーブル接

続法、質疑応答 
ユリ 

11：45～12：00(竹内) 電気災害事例と防止技術、質疑応答 ユリ 

13：00～16：00 

（野村、竹内、宮岡、尾上） 
AICJ坑で現場指導（移動等を含む） 

アセップ、 

ユリ 

16：00～16：35 

（野村、竹内、宮岡、尾上） 
質疑応答 

アセップ、 

ユリ 

16：35～16：45 
閉講式挨拶 

・ETUUMインドラ課長 
ユリ 

  

④受講者人数 

 ・24名（西スマトラ地区にある近隣炭鉱技術者、公務員等、） 

表 1.2-8  1回目近隣炭鉱従業員等研修参加者名簿 

番号 名前 機関・会社名 役職名 

1 ショニア アプリリアニ アライド インド コール ジャヤ炭鉱 保安係 

2 アグン イルハム チャーヤディ アライド インド コール ジャヤ炭鉱 保安係 

3 ダフィド アルファニ ダスラト炭鉱 保安係員 

4 リヤン サプトラ ダスラト炭鉱 保安係員 

5 アルカドリアント デルフィ バラ ミトラ ケンチャナ炭鉱 保安係員 

6 ニコ フェルマント ブキト アサム炭鉱 （オンビリン炭鉱） 測量係員 

7 ダフィド トリ リスキ アイル マタ エマス炭鉱 係員 

8 アフマド ファールル スリャ プトリ プラタマ ナテュラル炭鉱 係員 

9 エコ ジャヤ プラナタ アライド インド コール ジャヤ炭鉱 電気係員 

10 アグン サトリオ アライド インド コール ジャヤ炭鉱 運搬係員 

11 ズルカルナエン バラ ミトラ ケンチャナ炭鉱 係員 

12 ラトナウィリク サラク村（公務員） 秘書 

13 アフダル サワルント鉱山局 鉱山部長 

14 アグン ユリアント 坑内掘採掘技術教育訓練センター 教師 

15 ヤンドリ クルニアワン サワルント鉱山局 鉱山保安監督官 

16 アンドリ シャプトラ ミヨル プラタマ コール炭鉱 炭鉱保安技術長 
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17 デスリザル 坑内掘採掘技術教育訓練センター 教師 

18 アフマド サエフーラフ 坑内掘採掘技術教育訓練センター 炭鉱技術課長 

19 ネンディ アル 坑内掘採掘技術教育訓練センター 教師 

20 アフィフ エ チャハヤ ブミ ペルダナ炭鉱 炭鉱保安技術著 

21 ウェンディ エス ダスラト炭鉱 炭鉱保安技術長 

22 ブスラ ラフマンダ チャハヤ ブミ ペルダナ炭鉱 係員 

23 ロビー サンドラ アイル マタ エマス炭鉱 係員 

24 ニルファ ヤンティ アライド インド コール ジャヤ炭鉱 炭鉱保安技術長 

  

⑤開会挨拶 

・インドラ ETUUM課長 

 近隣炭鉱研修は日本とインドネシア両国にとって重要なプロジェクトの一つ。坑内炭

鉱は危険な所が多いことから、この機会に、研修生も坑内掘り技術、保安技術を十分に

学んで欲しい。また、１日だけの研修であるが、所属部署の関係者に紹介して欲しい。 

・アブダルサワルント鉱山事務所石炭部長の挨拶 

サワルントには炭鉱が多く、事故も多いため、今回のような現場教育が重要であり、こ

の研修の開催に感謝。今回参加する研修生においては、疑問点をなくし技術を習得した

うえで、現場で普及して欲しい。 

⑥研修内容 

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

発防止、炭じん爆発防止に対する通気技術とじん肺防止のための防じんマスク着装の

保安技術を指導した。（写真 1.2-30 参照） 

・運搬技術研修はロープの使用箇所、用途によりロングススプライス技術が必要な坑内エ

ンドレス巻きの設置等で必要な作業になってくるのでロープ繋ぎの指導をした。 

 ・機械技術研修は 5,5kw水中ポンプメンテナンス技術向上させるため指導した。 

・電気技術の知識を向上させると同時に、炭鉱災害(ガス爆発、炭塵爆発)の原因を作らな

い為に、電気設備に対しての知識、電気設備の維持管理に対する意識をたかめる事を目

的として、石炭鉱山で使用する防爆電気機器及びケーブルの接続規格及び接続方法等

について指導した。(写真 1.2-31 参照) 

・近隣炭鉱従業員・公務員に対して電気作業中に事故や怪我の原因を作らないために、電気

設備、設備の維持管理に対する安全意識をたかめる事を目的として、電気災害事例、坑内

で爆発に遭遇した時の心得等について指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

   

写真 1.2-30   ETUUM での通気。保安技術指導           写真 1.2-31  ETUUM での電気技術指導 
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⑦質疑応答 

1)質問：石炭のカロリーとメタンガスの関係は？ 

回答：メタンガスは地層の状況、深度、亀裂の有無等で変化する。 

2)質問：硫化水素は爆発するか？ 

回答：爆発するが、PPMオーダーでガスの有無が臭気等で分かるので検知できる。 

3)質問：通気不良箇所でメタンガスが層をなすのは何故か？ 

回答：メタンガスは比重が空気より軽いので、天井に溜まりやすく層をなす。 

4)質問：繋いだロープの強度はどうなるか？ 

回答：同じである。 

5)質問：ロープの繋ぎ目の間隔は？ 

回答：12m以上離す必要がある。 

6)質問：1本ケーブルの接続法は？ 

回答：お互いにケーブルを巻いてペンチで締める。 

7)質問：スイッチ内の熱を下げる仕組みはあるか？ 

回答：通気で冷やす。 

8)質問：防爆機器の材料は？ 

回答：鉄。 

9)質問：掘進切羽を監視するシステムはあるか？ 

 回答：成木折れ、坑木曲がり等を係員、作業員が日々監視する。 

10)質問：炭じん爆発の対策は？ 

 回答：定期的に清掃・散水したり、岩粉散布する。 

11)質問：日本での入坑者チェック法は？ 

 回答：キャップランプの充電台、繰込み札、入昇坑チェックカード等。 

12)質問：AICJ炭鉱のガスチェックは？ 

 回答：通気係がガス測定器で作業員が入坑前にガスチェックしている。 

13)質問：日本の基準と比べてどうか？ 

 回答：日本では定置式ガス検知器を多数設置し集中監視室で監視もしているが、インド 

ネシアの鉱山保安法に適合することが必要で、ガス測定器の増加、ガス測定員の 

増員で対応することになる。 

⑧閉会挨拶 

・インドラ ETUUM課長 

研修が無事終わり感謝している。今日の研修内容を、所属元に戻って役立てて欲しい。こ

れからも研修が継続されることを期待している。 

 

 

2) 2回目 

① 研修場所 

 ・ETUUM、AICJ坑坑内 

 ②日時 

 ・2017年 2月 1日 

③カリキュラム 
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表 1.2-9  2回目近隣炭鉱従業員等研修カリキュラム 

時 間 教 育 内 容 通訳 

8：00～ 8：30 

諸準備 

開講式挨拶 

・ETUUMバンバン所長 

アセップ 

8：30～ 9：15（リアン） 地質探査技術  

9：25～10：20(野村) 機械化採炭・掘進技術、救護隊技術、重液選炭技術 アセップ 

10：30～11：05(尾上) 池島炭鉱の機械、運搬技術 アセップ 

11：10～11：40(宮岡) 坑内通信技術 ユリ 

11：40～12：00(竹内) 集中監視技術 ユリ 

13：00～16：00 

（野村、竹内、宮岡、尾上） 
AICJ坑で現場指導（移動等を含む） アセップ、ユリ 

16：00～16：40 

（野村、竹内、宮岡、尾上） 
質疑応答 アセップ、ユリ 

16：40～16：45 
閉講式挨拶 

・ETUUMアフマド課長 
ユリ 

 

③ 受講者人数 

 ・34名（西スマトラ地区にある近隣炭鉱技術者、公務員等） 

 

表 1.2-10  2回目近隣炭鉱従業員等研修参加者名簿 

番号 名前 機関・会社名 役職名 

1 ディアン・エカ 坑内炭鉱技術研修センター 講師 

2 アンドーリ バラ ミトラ ケンチャナ炭鉱 技術者 

3 レジ・プラタマ バラ ミトラ ケンチャナ炭鉱 技術者 

4 イクバル オンビリン炭鉱 課長 

5 ライス カハヤ・ブミ・プルダナ炭鉱 技術者 

6 アンドリ・バンデニ カハヤ・ブミ・プルダナ炭鉱 技術者 

７ アフダル アライド インド コール炭鉱 技術者 

8 デリヤント アライド インド コール炭鉱 技術者 

9 リコ・フィルマン 西スマトラ州鉱山事務所 職員 

10 ベリ・アリヤント タヒティ炭鉱 技術者 

11 ニルパ・ヤンティ アライド インド コール炭鉱 保安管理責任者 

12 レシ・オクパリザ アメ炭鉱 事務員 

13 ヨガ・ウィビ・ハルディアン ダスラト炭鉱 技術者 

14 リオニ・ウィジャヤ デア炭鉱 作業員 

15 ロニ・プラナタ プトリ スリャ プラタマ ナチュラル炭鉱 作業員 

16 レザ・パフレピ 西スマトラ州鉱山事務所 職員 

17 アンディ ダスラト炭鉱 技術者 

18 デディ・ヘルスン ダスラト炭鉱 技術者 

19 ヤンドリ・クルニアワン 西スマトラ州鉱山事務所 鉱山監督官 

20 ジャプリー 西スマトラ州鉱山事務所 鉱山監督官 

21 ズルクプリー サワルント市カラン・テンガー村 村長 

22 バシール サワルント市サラック村 村長 

23 ズル・イムラン サワルント県タラウィ市行政 職員 

24 エディ・スチプト サワルント市シカラン村 村長 

25 ヘンドリー エム シディク サワルント市鉱山局 鉱山監督官 

26 メッディー アズハル アライド インド コール炭鉱 総務部長 

27 ルディ 坑内炭鉱技術研修センター 講師 

28 バユ 坑内炭鉱技術研修センター 講師 

29 レディ プラタマ 坑内炭鉱技術研修センター 講師 
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30 フィルマン シャフ 坑内炭鉱技術研修センター 講師 

31 シルフィア プリマプトリ 坑内炭鉱技術研修センター 講師 

32 インドラ シャフプトラ 坑内炭鉱技術研修センター 講師 

33 アグス アビアント 坑内炭鉱技術研修センター 講師 

34 デスリザル 坑内炭鉱技術研修センター 講師 

 

⑤開会挨拶 

・バンバン ETUUM所長 

   近隣炭鉱研修は日本とインドネシア両国の協力で実施することになった。より多くの

知識が得られるよう研修生は頑張って学ぶとともに、現場に生かして欲しい。 

⑥研修内容 

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

め、機械化採鉱技術、酸素呼吸器等の着装方法、重液選炭の原理について指導した。（写

真 1.2-32 参照） 

・.近隣炭鉱従業員・公務員に対して運搬技術の知識を向上させるため、炭坑運搬設備の種類

と能力を指導した。 

・近隣炭鉱従業員・公務員に対して機械技術の知識を向上させるため、炭鉱機械設備の種

類と作業能率仕様について指導した。 

・ 近隣炭鉱従業員・公務員に対して運搬災害に対する認識を高める為に、安全な函操作

が出来る様、ホイスト信号装置、機器の取付け、電気配線図、又、坑内通信設備等の電

気技術を指導した。最悪の場合に備えての、パイプ式函逸走防止装置等の技術も指導し

た。（写真 1.2-33 参照） 

・近隣炭鉱従業員・公務員に対して電気技術の知識を向上させるため、監視・制御・通信

装置の技術について指導した。 

  

 

 

 

 

 

 

写真 1.2-32  ETUUM での採鉱。保安、選炭技術指導   写真 1.2-33  ETUUM での電気技術指導 

⑦質疑応答 

1)質問：機械化採炭には多額の投資が必要か？ 

回答：必要である。 

2)質問：オンビリン炭鉱は機械化採炭では赤字でうまくいかず、手掘りでうまくいってい

るが、機械化採炭は赤字にならないか？また、日本ではどうだったか？ 

回答：日本では政策による補助があったが、機械化採炭している国で黒字なのはオース

トラリア、中国等だと思う。 

3)質問：オンビリン炭鉱は手掘りだが機械化は必要か？ 

回答：安全で採算が取れれば手掘りでよいと思う。機械化採炭に適した自然条件と機器

のメンテナンス体制、必要部品の供給体制が整えばよいと思う。 

4)質問：西スマトラ地区は断層が多く機械化に適していないが、カリマンタンや南スマト
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ラはよいと思うがどうか？ 

回答：現在カリマンタンの GDM炭鉱が機械化採炭を目指して掘進中である。 

5)質問：吸出通気と吹込通気とでガスや炭じんの発生の違いは？ 

回答：違いはないが、停電時に主要扇風機が停止した場合には吸出通気では坑内が負圧

状態なので、ガスの湧出が少ない利点があり、主要通気には吸出方式がよい。 

6)質問：地質状況により通気は変わるか？ 

回答：ガスの包蔵量、亀裂の有無等の地質状況により、ガスが多い地質の場合は通気量

が多くなる。 

⑧閉会挨拶 

・アフマド ETUUM課長 

研修が無事終わり MMR、AICJの協力に感謝する。研修生がこれからも多くの知識を学ん

でいくことを希望する。 

 

(9) 研修実績一覧（表 1.2-11 西スマトラチーム） 

研修項目 細目 内容 期間 受講者 

人数 

採

鉱 

技

術 

採鉱技術 採炭技術 ・現場状況を加味した空木組みの間隔の作業規格 9/29 2 

沿層掘進技

術 

・昇り傾斜坑道の先受け法、断層箇所等の施枠当付

け法等 

・木枠の腐食対策と定量的説明等 

 

・厚層採掘法及び単鉄柱の掘進坑道使用法等 

10/12～1/12 

 

10/13～12/16 

1/19～2/10 

2/6,2/9 

42 

運 

搬 

技 

術 

運搬技術 ロープ固定

方式 

・ロープの端止めとその効果等 11/22～12/18 6 

ワイヤーロ

ープの管理

技術 

・ワイヤーロープの取り替え基準 

・ ロープ管理と記録簿管理に方法と運用 

・ロープ変更シーブ製作指導 

1/9～2/14 9 

BC 維持管理

技術 

・ベルトコンベヤの保守管理 1/16～1/20 4 

坑内運搬関

連の改善 

・ 坑内函止め位置 

・ホイスト設置法 

9/29～1/18 

 

4 

機

電

技

術 

機械技術 30 馬力ホイ

ストメンテ

ナンス 

・ 分解準備、測定、各部分解、組立、試運転、調整 9/30～2/3 9 

5.5kw ポンプ

メンテ技術 

・ 分解準備. 分解、組立等 11/4～1/13 17 

ホイストト

ラブル対応

対策 

・原因究明、調整等 

・試運転等 

11/23～11/29 

12/1～12/7 

12 

 

電気技術 坑内設備維

持管理技術 

・ノーヒューズブレーカーの選定と特性、電力負荷

計算、電力力率改善方法、電気設備運用技術等 

・電気設備の名称表示札の製作、取付け、測定器等

の取扱い、管理技術 

・電気災害防止、照明機器接続、ケーブル接続不良

箇所の接続、蓄電池の使用方法等 

10/10～1/16 

 

9/30～1/20 

 

2/9～2/14 

24 

電気設備メ

ンテナンス

技術 

・75KW主扇スターΔ起動盤製作技術 

・75kw主扇メンテナンス、起動盤製作 

・電気ホイスト測定、整備分解組み付け技術 

・電気ホイストメンテナンス、点検整備技術 

9/29～1/11 

10/11～11/11 

10/11～1/20 

11/4～11/24 

111 
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・水中ポンプ分解整備、測定、揚水試験技術 

・水中ポンプメンテナンス、点検整備技術 

・ベルトコンベア保安装置機能、調整等技術 

・ベルトコンベア保安装置接続、取付位置技術 

・坑内電気機器メンテナンス技術等 

・電気機器メンテナンス整備技術等 

12/5～12/7 

11/18～12/20 

9/30～1/18 

1/9～1/13 

10/7～1/12 

10/10～2/14 

保

安

技

術 

保安技術 

 

坑内保安技

術 

・ガス爆発防止のための坑内保安パトロール等 

 

・炭車に関する事故防止対策 

11/24～2/14 

 

12/6～2/8 

27 

通

気

技

術 

通気技術 通気管理技

術 

・坑道仮遮断 

・AICJ坑の通気計画 

・11kw扇風機の活用、戻り風使用法等 

・光干渉式ガス検定器の測定と管理法 

10/7 

10/10～2/6 

11/3～12/16 

1/9 

13 

通気網解析 ・11kw扇風機使用の通気解析、75kwを主要扇風機、

11kwを局部扇風機とする通気網解析 

・通気網解析と現場通気測定値等 

11/29、12/19 

 

12/20、12/21 

9 

炭

鉱

開

発

技

術 

炭鉱開発

技術 

鉱山設計技

術 

・断層を考慮した AICJ 坑 B 層の揚炭、通気施設計

画等 

・AICJ 坑 C 層の採掘計画図の問題点と埋蔵量の少

ない区域における採掘計画作成法 

 

9/30～12/16 

 

11/11～2/7 

21 

近

隣

炭

鉱

従

業

員

等

研

修

指

導 

通気技術 通気管理技

術 

・ガス、炭じん爆発防止技術 12/15 24 

採鉱技術 採鉱技術 ・機械化採炭、掘進技術 2/1 34 

保安技術 保安技術 ・じん肺防止技術 12/15 24 

救護隊技術 ・酸素呼吸器の装着技術等 2/1 34 

選炭技術 選炭技術 ・重液選炭技術 2/1 34 

運搬技術 ・池島式ロー

プのロング

スプライス

技術 

・運搬設備の

知識の向上 

.坑内エンドレス巻きのロングスプライス技術 

 

 

・各運搬設備の仕様、能力、効率 

12/15 

 

 

2/1 

24 

 

 

34 

機械技術 .ポンプのメ

ンテナンス

技術 

 

・炭鉱機械設

備技術 

.水中ポンプ 5.5kw ポンプメンテナンス時の分解手

入れ技術 

 

・各機械施設の仕組み、能力、役割等の技術 

12/15 

 

 

 

2/1 

24 

 

 

 

34 

電気技術 ・電気保安技

術 

・防爆電気機器の維持管理技術 

・坑内ケーブル接続規格及びケーブル接続技術 

・電気災害実例集 

・坑内で爆発に遭遇した時の心得 

・ホイスト信号装置技術 

・パイプ式函逸走防止装置技術 

・坑内通信設備技術 

・監視・制御・通信装置の技術 

12/15 

 

12/15 

 

2/1 

 

 

2/1 

24 

 

24 

 

34 

 

 

34 
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1.3 選炭環境保安普技術普及・促進チーム 

 研修開始にあたって、HRDCGMCと打合せた内容(研修の実施方針)は次のとおり。 

① エネルギー鉱物資源省としても重視。HRDCGMCが MOUを結んでいる大学を優先。 

② 研修回数 12 回、研修箇所 12箇所を目標とする。 

③ HRDCGMC と打合せた結果及び各大学での実施状況を踏まえて、研修内容改善に努

める。 

・今年度は、採炭技術及び鉱山の評価技術(炭鉱開発技術)を実施。 

・機電技術の講義を削除。 

・インドネシアの炭鉱実情を取り入れてインドネシア密着型の内容を目指す。 

 ⇒インドネシア講師によるインドネシア鉱山保安法の講義を全研修で実施。 

各講義において、可能な限りインドネシア鉱山法やインドネシア炭鉱が抱え

る諸問題を踏まえた講義内容を組み込む。 

④ 研修工程・内容について、HRDCGMC と連絡を密に取る。各研修毎、報告書を作成

提出。 

 
 

1.3.1 研修箇所別事業実績 

HRDCGMCから指定された１２カ所の大学及び関連機関を訪問し、以下項目について研修指

導を実施。 

 ＜保安技術＞ 

    重大災害防止技術指導 

(坑内火災防止技術、ガス炭じん爆発防止技術、自然発火防止技術) 

災害事例教育指導 

通気保安技術 

    通気技術指導 

   炭鉱開発技術 

 ＜選炭技術＞ 

   選炭工場管理技術 

   排水管理技術 

 

番

号 
研修内容 

研修実施日 

（予定日） 

研修対象者 

部署 

研修 

対象者 

人数 

研修内容 

研修時期 

９

月 

10

月 

11 

月 

12 

月 

1 

月 

2 

月 

1 保安研修（ﾊﾞﾝｶ･ﾌﾞﾘﾄｩﾝ大学） 9月 26日 9月 29日 学生・講師 40 坑内掘り炭鉱保安教育             

2 保安研修（ｱｶﾐｶﾞｽ高等専門学校） 10月 4日 10月 7日 学生・講師 55 坑内掘り炭鉱保安教育             

3 保安研修（ｽﾘｳｨｼﾞｬﾔ大学） 10月 10日 10月 13日 学生・講師 32 坑内掘り炭鉱保安教育             

4 保安研修（ﾊﾟﾀﾞﾝ大学） 11月 7日 11月 10日 学生・講師 58 坑内掘り炭鉱保安教育             

5 保安研修（ﾊﾟﾀﾞﾝ工業技術大学） 11月 14日 11月 17日 学生・講師 40 坑内掘り炭鉱保安教育             

6 
保安研修（サワルント市地域社会短期大

学) 
11月 22日 11月 24日 学生・講師 65 

坑内掘り炭鉱保安教育 
          

  

7 保安研修（ランプンマクラット） 12月 5日 12月 7日 学生・講師 37 坑内掘り炭鉱保安教育             

8 保安研修（ﾊﾞﾝﾄﾞﾝｲｽﾗﾑ大学） 12月 13日 12月 16日 学生・講師 56 坑内掘り炭鉱保安教育             

9 保安研修（ﾑﾗﾜﾙﾏﾝ大学工学部） 1月 16日 1月 19日 学生・講師 38 坑内掘り炭鉱保安教育             

10 保安研修（ｱﾃﾞｨﾀﾏｽﾗﾊﾞﾔ工科大学） 1月 24日 1月 26日 学生・講師 49 坑内掘り炭鉱保安教育             

11 保安研修(トリサクティ大学) 2月 6日 2月 9日 学生・講師 40 坑内掘り炭鉱保安教育             

12 
保安研修（UPNベテラン・ジョグジャカ

ルタ大学） 
2月 13日 2月 16日 学生・講師 45 

坑内掘り炭鉱保安教

育 
          

  

2016 年 研修実施計画 
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研修では、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。また、研修終了時には理解度確認試験を実施し、研修生の理解度

を把握した。また、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、最終アンケート結果及び理解度確認試験結果を

示す。 

 

（１） バンカ･ブリトゥン州バンカ･ブリトゥン大学保安研修 

1) 期間： 平成 28 年 9月 26日～9月 29日（4日間） 

2) 場所： ルート 56ホテル 

3) 研修生：工学部鉱山学科第 5学期 31名、第 7学期 8名及び大学講師 1名の計 42名。

（インドネシアの大学制度では、半年間を 1 学期としている。第 5 学期は、

日本の大学制度の 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 26日(月) 

時 間 教 育 内 容 

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

ケート、池島炭鉱概要 

9：00～10：00 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 坑内採掘保安技術 

 

研修第 2日目 9月 27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 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 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 

15：00～16：00 坑内通気知識：通気技術 

 

研修第 3日目 9月 28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) 
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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   

 

研修第 4日目 9月 29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) 最終アンケート結果： 

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

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

求めた。結果概要を以下に示す。 

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

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

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

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

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

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

19 テキストの内容、質問 20 教室での座学研修』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-1 最終アンケート結果(バンカ・ブリトゥン大学) 
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インドネシア法規：鉱山保安法について
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鉱山の経済性評価
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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
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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

バンカ・ブリトゥン大学保安研修
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『質問 21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 16 名と多く、次に「図上退避訓練」、「通気観測技術」12 名であった。 

表 1.3-1 ２１：本研修で最もためになった科目(バンカ・ブリトゥン大学) 

科目（複数回答） 回答数 

全部 16 

図上退避訓練 12 

通気網解析技術 12 

ガス炭塵爆発災害事例 11 

通気技術 11 

選炭技術 9 

坑内火災防止技術 8 

通気観測技術 8 

自然発火防止技術 7 

危険予知訓練と指差呼称 7 

環境に配慮した坑内採掘保安技術 5 

災害事例 5 

石炭品質技術 4 

池島炭鉱概要 4 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 3 

鉱山の経済性評価 2 

インドネシア法規：鉱山保安法について 2 

 

『質問 22本研修であまりためにならなかった科目』については、「通気網解析

技術」1名、「通気観測技術」1名及び「鉱山の経済性評価」1名あった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「坑内掘り炭鉱の発破理論」

などの要望があった。 

表 1.3-2 ２３：本研修に追加したい科目(バンカ・ブリトゥン大学) 

科目（複数回答） 回答数 

十分。ありません。 13 

坑内掘り炭鉱の発破理論（結線） 4 

鉱山計画 1 

世界の坑内掘りと露天掘りの炭質の違い 1 

海底の石炭発見のプロセス 1 

ソフト使用についての科目を増 1 

坑内掘り炭鉱の電気 1 

石炭を採掘した後の段階と計画 1 

露天掘り技術、石炭だけじゃなくて、他の鉱物 1 

石炭フライアッシュの管理 1 

最新的な支保技術 1 
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利用目的に基づいて石炭分類 1 

無回答 13 

 

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

なった」との回答が 95.0％であった。 

 

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

信がある」との回答が 100％であった。 

 

『質問 26今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 180.9％との

回答であった。 

 

『質問 27 自由に要望等を記入して

下さい。（複数回答を可とした。）』につ

いては、「この研修の回数を増やして

欲しい。」等の研修の定期的な継続へ

の要望が最も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.3-3 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
提案として、研修時間と資料を増やす必要があります。

今後とも、研修時間が増えて欲しい。ありがとうございました。

得ている知識がもっと多いために、できれば、研修時間が延びて、月～土で

す。

研修科目の説明時間が増えて欲しい。

もっと理解できるため、研修時間を増やしたほうがいいと思っています。特

に、ソフト使用時間

研修時間が増えて欲しい。

学生たちに多くのためになる知識を与えたので、この研修は頻繁にキャンパ

スで実施して欲しいです。

こういう研修活動はまた実施できるように期待しています。次回の研修は今

回よりもっとよく成功できるように願っております

こういう研修を頻繁に実施して欲しい。この研修指導員たちと通訳たちとま

た会えるように願っております。

指導員が再びバンカ・ブリトゥン大学に来られて、後輩たちにも石炭につい

ての研修を参加させていただけるように願っております。

こういう研修は今後とも、続いて欲しい。

要望：この研修は今後とも宜しくお願いします

要望と提案：この研修は今後とも続いて欲しいです

来年も、ＭＭＲが行った研修はバンカ・ブリトゥン大学でまた実施できるよ

うに願っております

ＭＭＲは我がキャンパスで来られるよう、後輩たちにも研修を受けさせてい

ただきたいです。

このプログラムは来年も続いて、今年よりもっと良くなるように願っており

ます

要望：こういう研修は今後とも実施できるよう、ある日、私も下田様、松井

様、戸川様、柿崎様,佐藤様ほど上手になるように願っております。

今後とも、研修が続いて欲しい。ありがとうございました。

この研修は魅力がある研修だと思っていますが、残念ながら、私の集中力が

足りなかったです。要望としてはこの研修はまた続いて、後輩たちにも受け

させていただければ、良いと思っています

こういう活動は立て続けにやって、両国の協力関係がずっと結ばれるよう、

そして、学生たちの成功のために、移転技術が必要です。ヨシ！

要望：　この研修協力関係は毎年毎年続いて、なぜかというと、この研修内

容は坑内掘り炭鉱で働けるように、私たちと後輩たちの将来に非常に大事な

知識ですから。

坑内掘り炭鉱保安技術研修は今後とも続いて欲しい

こういう研修は続いて欲しい。後輩たちにも受けさせていただければ、いい

と思っています

要望として、ＭＭＲの指導員はまたバンカ・ブリトゥン大学に来て、後輩た

ちにもこういう研修を参加させていただき、全ての研修科目は学生たちにた

めになるからです。ありがとうございました

こういう研修は今後とも続いて、今回よりもっと良くやって欲しい。

来年もバンカ・ブリトゥン大学で坑内掘り炭鉱の研修を実施できるように

願っております

毎年こういう研修がバンカ・ブリトゥン大学で続けるように期待していま

す。ありがとうございます。

毎年実施して欲しい

要望：毎年、研修が続いて、坑内掘り炭鉱の知識を理解する人が多ければ、

多いほど、坑内掘り炭鉱の災害率を減らせるようになると思っています。

インドネシアの特にバンカ・ブリトゥン大学でこういう研修を頻繁に実施し

て、できれば参加者の数が増えて欲しい。

要望として、習得した知識はよく理解して、将来、坑内掘り職場で活かせる

ように期待しています。

要望：こんな研修の協力は立て続けにあって、研修が終わったのに、指導員

と学生たちのコミュニケーションが必ず取れるように希望しています。

要望として、世界中の大学でこういう研修を行えるように願っております

ＭＭＲとバンカ・ブリトゥン大学と協力関係は必ず結ばれるように願ってお

ります

ソフト使用についての理解を向上させたいと思います。

要望：この研修は我々に役にたつよう、将来の職場で活かせるよう、そし

て、我々も日本へ行けるように願っております

来年また会えるよう、将来の職場で活かせるように期待する

毎年、ＭＭＲチームがインドネシア全国・世界中の坑内掘り炭鉱の知識・経

験を教えられるように願っております

毎年、こういう研修は続けるように願っております

要望：実際の坑内掘り炭鉱へ連れて行かせていただけるように願っておりま

す

次回は今回よりもっとよくなるよう

研修資料と鉱山でよく使われる（センサー、検知器など）が増えて欲しい

坑内掘り炭鉱だけじゃなくて、他の鉱山も教えて欲しい。そして、もっと理

解できるように、詳しく教えて欲しい

研修資料が増えて欲しい。

石炭だけじゃなくて、他の鉱物も教えて欲しい。

こういう活動は続いて、災害事例、演習問題を含めて、日本の石炭鉱山技術

はインドネシア鉱山状況にもっと合わせるようにやって欲しい。

風丸ソフトについての勉強はもっと増えて欲しい。

研修を支援する研修設備（坑内で使われる器具）が増え欲しい。

要望　：次の研修には指導員がインドネシア語が話せるように期待していま

す。

提案：出来れば、理解度確認試験だけじゃなくて、各科目には最低、演習問

題または実技が２つあって欲しい。

お礼
この研修は私にとって、よい有効と広い視野を与えてい
た。

1

研修内容について

研修時間について

8

6

講義方法について 3

27.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

24

その他希望 9
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6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-2 理解度確認試験結果(バンカ･ブリトゥン大学) 

 

7) その他： 

今回の研修は、日本政府とインドネシア政府の協力で実施された研修。日本政府

が、インドネシア政府と協力の一環として我々の大学で研修を実施して頂いたこ

とに感謝。(アグス副学長:閉講式) 

 

  

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

バンカ･ブリトゥン大学平均
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（２） 南スマトラ州アカミガス高等専門学校保安研修 

1) 期間： 平成 28 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：採炭工学科第 3学期 55名。 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 10月 4日(火) 

時 間 教 育 内 容 

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

池島炭鉱概要 

9：00～10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

15：00～16：00 坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 

研修第 2日目 10月 5日(水) 

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 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

14：00～15：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

15：00～16：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

研修第 3日目 10月 6日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内採掘保安技術 

9：00～10：00 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術   

研修第 4日目 10月 7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   
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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) 最終アンケート結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-3 最終アンケート結果(アカミガス高等専門学校) 

 

『質問 21本研修で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」25名、次に「ガス炭塵爆発災害事例」、「危険予知訓練と指差呼称」そ

れぞれ 20名であった。 

表 1.3-4 ２１：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) 

科目（複数回答） 回答数 

通気技術 25 

ガス炭塵爆発災害事例 20 

危険予知訓練と指差呼称 20 

選炭技術 18 

全部 16 

坑内火災防止技術 16 

自然発火防止技術 16 

通気網解析技術 15 

図上退避訓練 15 

環境に配慮した坑内採掘保安技術 14 

池島炭鉱概要 13 

インドネシア法規：鉱山保安法について 13 

通気観測技術 11 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術
坑内採掘保安技術

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

アカミガス高等専門学校
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坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 11 

災害事例 10 

鉱山の経済性評価 10 

石炭品質技術 2 

 

『質問 22本研修であまりためにならなかった科目』については、「鉱山の経済性

評価」1名、「石炭品質技術」1名であった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「露天掘り技術」などの要望が

あった。 

表 1.3-5 ２３：本研修に追加したい科目(アカミガス高等専門学校) 

科目（複数回答） 回答数 

十分。ありません。 14 

露天掘り技術 3 

鉱山排水 2 

ブリケット・液化等の石炭加工技術 1 

発電所以外の石炭利用性 1 

規則厳守の鉱山人材育成 1 

石炭発熱量を高める方法 1 

作業手順の厳守に対する意識 1 

採炭する時のメタンガスの利用 1 

海底炭鉱の技術 1 

もっと詳細な坑内掘り炭鉱の設備の紹介 1 

石炭加工 1 

石炭探査 1 

坑内掘り炭鉱の知識について、より詳細に 1 

最新的な技術の適用 1 

ベルト・コンベヤからのプロセス 1 

鉱山計画 1 

石炭販売方法 1 

鉱山でよく使われる大事な設備、または小型保安措置 1 

高い価値の石炭管理 1 

鉱山専門家になる方法 1 

鉱山の閉山処理 1 

 

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

なった」との回答が 98.2％であった。 

 

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

信がある」との回答が 100％であった。 
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『質問 26今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 376.1％との

回答であった。 

 

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

は、「この研修の回数を増やして欲しい。」等の研修の定期的な継続への要望が最も

多かった。 

表 1.3-6 ２７：自由に要望等記入(アカミガス高等専門学校) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解析 アンケート結果 回答数
学生たちがもっと理解できるために、時間が延ばして欲しい

次回の研修には時間を延ばして、教室の中でしか勉強しないほうがいいです

出来れば、時間が延ばして、そうすると、早く理解できると思っています。

是非また来てください！後輩たちにも役にたつ研修を受けさせていただけるように願ってお

ります

毎年、研修があって欲しい

次回は今回よりもっと良くて、また会えるように願っております

アカミガス専門高等学校で後輩たちに教えられるように願っております

アカミガス専門高等学校にまた来てください！

この研修は今後とも続いて、また会えるように願っております

私の後輩たちが今回よりもっといい知識を得られるように願っております

要望：視野を広げることができるから、この研修は必ず行って欲しい

来年もまたアカミガスに来てくださるように願っております

私は日本の指導員たちが我々の能力を向上できるため、頻繁にアカミガスに来られるよう

に祈っています

また、アカミガス専門高等学校に来られて、今回よりもっと良くなるように願っております

アカミガスに来られて教えられるように願っております。

こういう研修は頻繁にやって欲しい

坑内災害が発生しないために、この研修が定期的に続いて欲しい。

後輩たちにも研修に参加させたい、今回よりもっとよくなるように願っております

必ずベストになって、ためになる研修を実施できるように祈っています

私はＭＭＲが来年もまた研修を実施できるように祈っています

研修をまた行って欲しい

要望：研修はここまで終わらないで、この知識が大事な知識ですので、出来れば、３ヶ月一

回やって、一年間に一回やれば、長すぎると思っています

後輩たちにもこういう研修を参加させていただけるように祈っています

よくアカミガスに来てください。一緒に勉強しましょう。

キャンパスで得ていない知識があったので、この研修は毎年続いて欲しい

ＭＭＲ指導員がまたアカミガスに来られるように願っております。

要望：非常に役にたつ研修ですので、また研修に参加できるように望む。

私はＭＭＲが坑内掘り炭鉱保安技術・選炭環境の知識を向上できるインドネシア全国・他

の国でこういう研修を実施できるように願っております。

習得した知識を利用して、後輩たちに教えてあげる

次回は今回よりもっと良くて、また会えるように願っております

ここで行う研修レベルは池島研修と同じぐらいであるように祈っています

坑内掘り炭鉱には必ずメタンガスが存在しているので、出来れば、採炭の時に、危険があ

るメタンガスを利用することができる

役にたつ知識を我々に懲りずに教えてください

露天掘り炭鉱を含めて、坑内掘り炭鉱をまた教えられるように願っております。また会いま

しょう。

指導員には鉱山の最新的な技術を開発できるように

必ずベストを尽くす

もっとよくなって、成功できるように祈っています。

将来に、坑内掘り炭鉱の災害がなくなって、石炭値段も上昇するように祈っています

私は神様が指導員と家族に善と幸運をさし上げるように祈っています。

将来に、世界の石炭品質がもっとよくなって、石炭値段も上昇するように祈っています。

習得した知識は将来に役にたって、指導員たちが必ず元気であるように祈っています。

要望：こういう協力は必ずあって、よく結ばれるように祈っています

将来の職業界に役にたつから、こういう研修はよく実施して欲しい。

この研修がここまで終わらなくて、石炭以外、他の資料を得られるように願っております。

今後とも、大事な情報を得られるように願っております。

要望：池島炭鉱で働けるように期待しています。

坑内掘り炭鉱保安技術・選炭環境に関する次回の研修があれば、私はもっと多くの知識・

視野を得られるように願っております。

日本国に負けず、将来、インドネシアにも専門人材を出せるように願っております。

研修内容について もっと理解できるために、もっと詳しくて、分かりやすい資料が欲しい。 1
要望：授業前に、｛質問があれば、手を上げて｝などの知らせがあったほうがいい。知らせが

無かったので、質問するのを止めた。

ずんだりする学生に対しては、声をかけたほうがいい

退屈しないように、休み時間に軽いゲームまたは面白い話があったほうがいい

次回、研修説明はもっと少しゆっくりやって欲しい。人は早く知識を吸収できるわけじゃない。

出来れば、ビデオを多くして、そうすると、早く理解できると思っています。

質疑応答時間が欲しい

出来れば、研修は教室の座学だけじゃなくて、直接に現場実技もやって欲しい。アカミガス

の学生たちは日本へ行けるように祈っています。

お礼 我々に坑内掘り炭鉱保安技術の知識を教えてくれたことは本当にありがとうございました。 1

講義方法について 7

27.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 24

その他希望 21

研修時間について 3



 

94 

6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-4 理解度確認試験結果(アカミガス高等専門学校) 

 

7) その他： 

この研修によって、炭鉱保安がいかに大切であるかを理解。炭鉱におけるリス

ク･災害の原因等も勉強し、それをどの様に防止するか勉強した(サットリオ・プラ

コソ研修生代表挨拶：閉講式)。 

我々が研修を受けるチャンスを日本政府とインドネシア政府、HRDCGMCが与えて

くれたことに感謝。また、MMRの指導員にも感謝。私たちの学生に知識と経験を教

えていただき、学生達も 4 日間の研修を通して、講義内容を理解しようと努力し

た。(アミリザ・ミアルティ学長:閉講式) 
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（３） 南スマトラ州スリウィジャヤ大学保安研修 

1) 期間： 平成 28 年 10月 10日～10月 13日（4日間） 

2) 場所： スリウィジャヤ大学 

3) 研修生：鉱山学科第 9学期 21名、第 7学期 10名、地質学科第 7学期 1名の計 32名。 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 10月 10 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

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

池島炭鉱概要 

9：00～10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 坑内採掘保安技術 

 

研修第 2日目 10月 11 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内採掘保安技術 

9：00～10：00 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 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 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 

15：00～16：00 坑内通気知識：通気技術 

 

研修第 3日目 10月 12 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   
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研修第 4日目 10月 13 日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例   

9：00～10：00 危険予知訓練と指差呼称 

10：00～11：00 災害事例教育 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) 最終アンケート結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-5 最終アンケート結果(スリウィジャヤ大学) 

 

『質問 21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、「通気綱解析技術」が 19名と多く、次に「ガス炭塵爆発災害事例」、「通気技

術」それぞれ 13名であった。 

表 1.3-7 ２１：本研修で最もためになった科目(スリウィジャヤ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気網解析技術 19 

ガス炭塵爆発災害事例 13 

通気技術 13 

通気観測技術 12 

選炭技術 12 

危険予知訓練と指差呼称 12 

坑内火災防止技術 12 

図上退避訓練 11 

自然発火防止技術 11 
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2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

坑内採掘保安技術

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

スリウィジャヤ大学
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環境に配慮した坑内採掘保安技術 9 

災害事例 8 

坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 8 

インドネシア法規：鉱山保安法について 6 

全部 4 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 3 

 

『質問 22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

と指差呼称」1名、「池島炭鉱概要」1名、「環境に配慮した坑内採掘保安技術」1名

及び「鉱山の経済性評価」1名あった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「坑内掘り炭鉱の発破理論」な

どの要望があった。その結果を表に示す。 

表 1.3-8 ２３：本研修に追加したい科目(スリウィジャヤ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

坑内発破保安技術 6 件 

坑内排水技術 5 件 

坑内支保・支保計算・支保選択 3 件 

坑内掘りの生産性 2 件 

坑内運搬技術 2 件 

他の鉱山関係ソフト 2 件 

保安設備の利用 1 件 

災害事例をより詳細に 1 件 

通気計算シミュレーション 1 件 

扇風機力の計算 1 件 

現場実習 1 件 

開坑技術 1 件 

保安機器・設備をより詳細に 1 件 

石炭販売 1 件 

災害が発生した時の退避 1 件 

採炭技術をより詳細に 1 件 

坑内掘炭鉱における新技術等 1 件 

坑内火災が発生した際のシミュレーション 1 件 

 

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

なった」との回答が 96.9％であった。 

 

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

信がある」との回答が 93.8％であった。 
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『質問 26今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 170.3％との

回答であった。 

 

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

は、「この研修の回数を増やして欲しい。」等の研修の定期的な継続への要望が最も

多かった。 

表 1.3-9 ２７：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
もう一日増やして欲しい。

研修時間を延ばして欲しい。

研修は大変良かったが、研修時間を延ばしたらいいと思う。

研修期間を長くする必要がある。

この研修期間をもっと長くして、またたくさんの内容を取り入れてほしい。

案：研修期間を長くしてもらいたいが、一日に習う科目を少なくする。そう

すれば、より理解が深くなると思う。

次回も、現在の鉱山状態に会わせ他内容で研修を実施して欲しい。

来年もこの研修を実施して欲しい。

この研修は定期的に行われて欲しい

習得できなかったこともあり、この研修の回数を増やして欲しい。結果とし

て、先進国として日本はインドネシアと良い協力関係が構築できる。

この研修の回数を増やして欲しい。

スリウィジャヤ大学でこの研修を毎年行われて欲しい。

坑内堀について知識が幅広くするために、この研修は引き続きして欲しい。

この研修は大変役に立ったので、来年も行われて欲しい。

この研修はUNSRIで研修の回数を増やして欲しい。

研修は毎年実施してください。

このような研修がずっと大学で実施してほしい。内容も展開してほしい。

（＝もっと様々な科目を取り入れる）

提案：毎年、研修が行って欲しい。

音響・映像を含めてビデオを使用した研修は学生たちの理解度を向上できた

ので、非常に良かったです。そして、この研修は毎年行って欲しい。

この研修をより良い改善して、集団でシミュレーション練習を追加して欲し

い。

要望として、研修を1日長くして、その1日は実際の坑内掘炭鉱の現場に見学

する。（取得できる知識を考えれば、研修生が交通費等のためにお金出して

も問題ないと思う。）

いつかまた会いましょう。

（風丸以外の）ソフトももらいたい。

いつかまた会いましょう、その時は仕事仲間としてね。:-)

要望：ちょっとだけでもいいですが、日本語を少し教えてほしい。（日常に

使う言葉・表現）。

要望：日本で働けるよう。日本語がぺらぺら話せるよう。私は研修に参加で

きなかった人々に知識を教えてあげられるように祈っています。

鉱山関係のソフトを増やして欲しい。

全体的に、資料が良かった。然し、注意点として、スクリーンのスライドと

資料のスライドがたまに合わなかった。

資料に指導員の名前を付けたほうがいいと思う、良ければ、資料の順番を合

わせて欲しい。

風丸研修時間が大変短かった。次回は時間を延ばして風丸でケーススタディ

をしたい。

風丸、坑内災害について資料はより深い説明をして欲しい。

発破掘進技術資料を追加して欲しい。

支保計画の科目追加。

岩盤力学、発破技術、石炭加工技術・改質技術及び石炭利用技術の科目追加

を希望。

質疑応答時間を増やして欲しい。

資料を教えている時に対話が足りなかったため、少し飽きた

講義をずっと聞いていると眠くなったり、退屈したりもしますので、研修生

や指導員を定期的に体操をしたほうが良いかと思う。

指導員は講義する際、我々学生が眠くならないように、もっと対話してほし

い。

全体的に研修は良かったが、休憩時間をもう少し長くしてもらいたい。

要望：研修が直接に坑内掘り炭鉱で行って欲しい。研修日数を延ばして、理

論より実技を多くしたほうがいいと思っています。

単調な講義があった。もっと研修生とのコミュニケーション・対話を多く

使ったほうが良いと思う。今は、講義をずっと聞きっぱなしで、やはり眠く

なる。

お礼 将来はこの知識を使えるよ努力する。　どうも有り難う。 1

研修内容について

研修時間について

8

6

講義方法について 7

27.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

13

その他希望 7
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6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-6 理解度確認試験結果(スリウィジャヤ大学) 

 

7) その他： 

この研修は、本当に、役に立つ研修。ここで学んだことは、キャンパスでは、ま

だ習っていない科目がたくさんあった。願いとしては、この研修は 1 回だけでな

く、繰り返して研修を希望。また、今回研修を受けた人が、もっと深く学べる研修

の実施を希望。(ムハッマド・イマム・プルタマ研修生代表挨拶：閉講式) 

 この研修に参加して、坑内掘り炭鉱の技術を学ぶと言うことは、将来的に坑内

掘りに移行する時期が来た際に、研修生が活躍するためのものと思う。日本から技

術を学ぶだけでなく、日本人が持っている良い気質も勉強して欲しいと思ってい

ます。(ハルミヌケ・エコ・ハンダヤニ学科長:閉講式) 
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（４） 西スマトラ州パダン大学 

1) 期間： 平成 28 年 11月 7日～11月 10日（4日間） 

2) 場所： パダン大学 

3) 研修生：鉱山学科第 3 学期 32 名、第 7 学期 22 名、第 8 学期 1 名、第 5 学期 1 名及

び卒業生 2名の計 58名。 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 11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 坑内掘り炭鉱の採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内掘り炭鉱の採掘保安技術 

11：00～12：00 昼 食 

12：00～13：00 坑内掘り炭鉱の採掘保安技術 

13：00～14：00 坑内掘り炭鉱の採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内掘り炭鉱の採掘保安技術 

15：00～16：00 坑内掘り炭鉱の採掘保安技術 

 

研修第 2日目 11月 8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 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 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 

15：00～16：00 坑内通気知識：通気技術 

 

研修第 3日目 11月 9日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気観測技術 

9：00～10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

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  
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研修第 4日目 11月 10 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:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) 最終アンケート結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-7 最終アンケート結果(パダン大学) 

 

『質問 21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、

「通気綱解析技術」が 28 名と多く、次に「ガス炭塵爆発災害事例」、「通気技術」

それぞれ 23名であった。 

表 1.3-10 ２１：本研修で最もためになった科目(パダン大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気網解析技術 28 

ガス炭塵爆発災害事例 23 

通気技術 23 

通気観測技術 21 

図上退避訓練 20 

危険予知訓練と指差呼称 19 

坑内火災防止技術 19 

選炭技術 19 

自然発火防止技術 15 

環境に配慮した坑内採掘保安技術 13 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

坑内採掘保安技術

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

パダン大学
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石炭品質技術 11 

インドネシア法規：鉱山保安法について 10 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 9 

災害事例 7 

鉱山の経済性評価 6 

全部 5 

池島炭鉱概要 5 

 

『質問 22本研修であまりためにならなかった科目』については、「インドネシア

法規：鉱山保安法について」1名、「鉱山の経済性評価」1名、「自然発火防止技術」

1 名、「選炭技術」1 名、「通気網解析技術」1 名及び「災害事例をガス炭じん爆発

防止と合併すべき」1名あった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「坑内掘り炭鉱の発破理論」な

どの要望があった。 

表 1.3-11 ２３：本研修に追加したい科目(パダン大学) 

科目（複数回答） 回答数 

発破技術 7 件 

実技をもっと増やしてほしい 7 件 

地盤工学 4 件 

災害が発生した際の罹災者救出方法・救急法等 2 件 

指導員の経験話をもっと聞かせてもらいたい(指導員の現場経験の共有) 2 件 

鉱山保安法規（＝女性は坑内で働いてはいけないことについて） 2 件 

地質技術 2 件 

インドネシアにおける鉱業許可・申請関係の方法 2 件 

ボーリング技術 2 件 

日本の炭鉱における最新情報（池島以外） 1 件 

インドネシアの坑内掘り炭鉱について 1 件 

坑内掘り炭鉱で使用される重機・運搬機 1 件 

金鉱山 1 件 

坑内掘炭鉱における閉山後の活動 1 件 

坑内で使用する自己保護具（＝マスク等）について 1 件 

坑内掘り炭鉱組織について 1 件 

空気の「質」について 1 件 

電気技術（照明等） 1 件 

支保のもっと詳しい内容の科目 1 件 

露天掘りと坑内掘りの比較 1 件 

採炭の工程 1 件 

 

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

なった」との回答が 98.3％であった。 
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『質問 25研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 96.6％であった。 

 

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

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 194.7％との

回答であった。 

 

『質問 27 自由に要望等を記

入して下さい。（複数回答を可

とした。）』については、「この

研修の回数を増やして欲しい。」

等の研修の定期的な継続への

要望が最も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    表 1.3-12 自由に要望等記入(パダン大学) 

 

解析 アンケート結果 回答数
来年の研修はできれば期間をもっと長くしてほしい

研修期間を長くして、全ての内容を十分に説明できるようにしてほしい。

期間も長くしてほしい。

４日間の研修期間は足りないと思っているので、またこの研修を実施してほ

しい。

大学生の坑内掘採掘・保安を高めるために、この研修の回数を増やしてほし

い。

またパダン大学に来て、（研修を実施して）下さい。いつもお元気で！あり

がとうございました。

この研修は来年にも実施できることを願う。

要望として、このような研修をまた実施してもらい、内容的にはステップ・

アップ（もっと詳しい）内容にしてほしい。

研修を毎年実施してほしい。参加者として大学生の他に、坑内掘り炭鉱で働

いている人たちも対象とした方が良いと思う。

毎年、この研修を実施してほしい。

パダン大学にもっと来てください。

指導員はパダン大学でまた研修を実施してほしい。JOGMECありがとう。

要望として、この研修はパダン大学の毎年のアジェンダになること。

来年もこの研修を実施できることを願う。指導員の皆さんからもっと勉強し

たい。

次回、もっと良い研修になってほしい。また、パダン大学に来て研修してく

ださい。

またUNPに来て、研修を行ってほしい。（違うテーマの研修がほしい）

来年以降にもkの研修の継続を願う。

もっとたくさんの研修を実施してほしい。

この研修はずっと継続してほしい。また研修を通して多くの人に坑内掘りの

知識を普及してほしい。

来年は別な科目でまたパダン大学で研修を実施してほしい。

この研修は毎年実施できること。

毎年この研修を実施してほしい。他の大学にも実施してほしい。

このキャンパスでまた研修を実施してほしい。次の研修はもっと良い研修に

なることを期待する。

パダン大学にまた来てください。

またパダン大学に来てほしい。私達の後輩にも研修に参加させてほしい。

この研修は毎年パダン大学で実施できるように願う。

またパダン大学に来て研修を行ってほしい（別な科目の研修）。

他の大学にもこの研修を実施してほしい。毎年この研修を実施してほしい。

この研修をずっと継続して行ってください。

この研修によって私達の知識が上がったのでこの研修を継続してほしい。

来年にもこの研修を実施してほしい。

この研修で得た知識を活用できることを努力する

指導員の皆様とのつながりをずっと保ちたい。また、いつか日本へ行って進

学するか、または仕事をするかができるように夢見ています。

指導員の皆様はいつも元気であるように、またインドネシアの学生達に知識

を共有してほしい。

坑内掘炭鉱で働いている作業員などが安全に作業するように願っている。そ

れによって災害が減る。

日本での研修に参加できたら嬉しいです。

私達学生にいつまでも知識及び経験を教えてほしい。いつかまた会いましょ

う。

この研修で習った知識を活用したい。また自分も指導員になりたい。頑張り

ます！

また来てください。（指導員の皆さん）いつもお元気で。

要望として、日本の炭鉱での研修・見学にJOGMECが招待する。

次の研修がもっと良い研修になることを期待する。

研修でもらった資料をもう一回よく読んで活用したい。

インドネシアまたは西スマトラで坑内掘り炭鉱の社員のためにこの研修を実

施する必要があると思う。。

女性指導員はいませんか

この研修は多くの人に役立つようにと願う。

指導員とのつながり・コミュニケーションを研修が終わっても続けたい。坑

内掘りについて相談ができる相手となってほしい。

要望として次の研修には資料をカラー印刷にしてほしい。（⇒各研修毎、大

学、学生代表若しくは実行委員会に、ファイルにて提供している。）

研修内容も新しい情報・新しい技術の紹介などを取り入れてほしい。

次回の研修に、紙資料の他に、ファイルとしてももらいたい。（⇒各研修

毎、大学、学生代表若しくは実行委員会に、ファイルにて提供している。）

次の研修を期待していますが、できれば別な科目で実施して知識を高めた

い。

研修をたくさん実施し、違う科目の研修も実施してほしい。

要望として、実技をもっと増やしてほしい。そうすることによって、科目の

内容をもっと理解できると思う。

講義と実技を適度の割合で行ってほしい。そうすれば、講義内容の理解度も

高まると思う。

質疑応答の時間もできれば十分設けてほしい。

次回からの研修は教室内だけにしないで欲しい。

実技（の時間や種類）を増やしてほしい。

ビデオの教材見たら退屈しないので、ビデオをもっと使ってほしい。

実技の時間をもっと多く作って欲しい。

研修は坑内掘り炭鉱で行って、現場で実技をしながら研修する。

実技の時間・種類を増やしてほしい。

実技をもっとたくさんしてほしい。

講義中に寝ている学生がいないように、講義の仕方を工夫してほしい。

講義の途中に、たまにゲーム・遊びなどをちょっとしたほうが良いと思う。

（退屈・眠気防止？）

現場での実習・実技できるようにしてほしい。

研修は直接現場でしたほうが良いと思う。

同じ研修があれば、しかも現場での実技もあるとしたらまた参加したいと思

う。

指導員のみなさんはいつまでも元気で、またいつか会えることを願う。よろ

しくお願いします。ありがとうございます。

指導員はいつまでも元気でいてください。

この研修を実施してくれてありがとう。

27.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

27

その他希望 15

お礼 3

研修内容について

研修時間について

5

4

講義方法について 15
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6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-8 理解度確認試験結果(パダン大学) 

 

7) その他： 

4日間の研修期間中、たくさんの知識を増やすことが出来、視野も広げることが

出来た。研修の内容も大変興味深い内容。これからも、今回の研修内容について勉

強を継続。(レド・クルニアワン研修生代表挨拶：閉講式) 

HRDCGMC 及び JOGMEC の方々に感謝。また、我々の大学を訪問して頂き、光栄。

インドネシアは資源が豊富な国。ただ、有効に活用していない状況。その原因の一

つは、人材不足。人材を育成し、資源を活用するには、知識の習得が必要。(ファ

フミ・リザール副工学部長:閉講式) 
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（５） 西スマトラ州パダン工業技術大学 

1) 期間： 平成 28年 11月 14日～11月 17日（4日間） 

2) 場所： パダン工業技術大学 

3) 研修生：鉱山学科第 5学期 40名。 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 11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 

9：00～ 10：00 池島炭鉱概要 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 昼  食 

12：00～13：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

13：00～14：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

 

研修第 2日目 11月 15 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 坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 

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 

14：00～15：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

15：00～16：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

 

研修第 3日目 11月 16 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 自然発火知識：自然発火防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術  

14：00～15：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例  

15：00～16：00 危険予知訓練と指差呼称 

 

研修第 4日目 11月 17 日(木) 

時 間 教 育 内 容 
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8：00～ 9：00 災害事例教育 

9：00～ 10：00 選炭環境知識:選炭技術 

10：00～11：00 選炭環境知識:選炭技術 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) 最終アンケート結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-9 最終アンケート結果(パダン工業技術大学) 

 

『質問 20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、「通気綱解析技術」が 24名と多く、次に「図上退避訓練」、「通気観測技術」

それぞれ 16名であった。 

表 1.3-13 ２０：本研修で最もためになった科目(パダン工業技術大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気網解析技術 24 

図上退避訓練 16 

通気観測技術 16 

坑内火災防止技術 15 

自然発火防止技術 15 

通気技術 14 

危険予知訓練と指差呼称 13 

ガス炭塵爆発災害事例 12 

選炭技術 12 

全部 9 

災害事例 8 
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池島炭鉱概要

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

パダン工業技術大学
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石炭品質技術 8 

池島炭鉱概要 5 

鉱山の経済性評価 3 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 2 

インドネシア法規：鉱山保安法について 2 

 

『質問 21本研修であまりためにならなかった科目』については、「インドネシア

法規：鉱山保安法について」3名及び「鉱山の経済性評価」1名あった。 

 

『質問 22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。 

表 1.3-14 ２２：本研修に追加したい科目(パダン工業技術大学) 

科目（複数回答） 回答数 

発破技術 7 件 

支保 6 件 

鉱山設計 3 件 

ボーリング技術 3 件 

斜面の安定 2 件 

鉱山技術（炭鉱以外） 1 件 

風丸ソフトを中心にする研修 1 件 

今のままの科目で良いが、ソフト操作の実技の時間をもっと追加して

ほしい。 
1 件 

地下水の対策又は防止について 1 件 

鉱山計画ソフト 1 件 

石灰石の使い方をもっと詳しく説明してほしい 1 件 

 

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

なった」との回答が 95.0％であった。 

 

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

信がある」との回答が 92.5％であった。 

 

『質問 25今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 170.1％との

回答であった。 

 

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

は、「来年、この研修をまた行われて欲しい。」等の研修の定期的な継続への要望が

最も多かった。 

 

 



 

108 

表 1.3-15 自由に要望等記入(パダン工業技術大学) 

 

 

解析 アンケート結果 回答数
１セッションの時間がやや短いと思う。（講義をもう少し長くしてもよ

い）。

研修期間が短いので、次の研修はもうちょっと長い期間にして欲しい。

次の研修があれば、期間をもうちょっと長くして欲しい。

知りたいことが多いため、研修時間を延ばして欲しい。質疑応答時間も足り

なかったと思う。

知識をたくさん得るために、研修時間を延ばして欲しい。

研修時間を延ばして欲しい。集中が無くならないように休憩時間が多かった

らだめだと思う。

今度の研修は時間を延ばして欲しい。

まだ教えない事が多いため、研修時間を延ばして欲しい。有り難う御座いま

した。

研修期間を適度に調整して欲しい。（期間をもう少し長くする）

JOGMECの指導員たちがまたインドネシア及びSTTINDのキャンパスに来て、研

修または知識共有をするように願っている。

先生、来年また来てください。

指導員たちがまたSTTINDに来て欲しい。

この研修は将来マイニング・エンジニアとなる私たちにとって非常に有効な

研修であり、JOGMECにこの研修が継続できるようにして欲しい。

研修をするためにたくさんの大学に行って欲しい。学生はこのようなために

なる研修に喜んで参加すると思う。

この研修を毎年実施して欲しい。

この研修に参加できなかった友達がけっこういますので、できれば研修が年

に２回実施して欲しい。

今度JOGMECはSTTINDにまた来て欲しい。

来年、この研修をまた行われて欲しい。

この研修を毎年行われて欲しい。

この研修を毎年行われて欲しい。

毎年違い大学生に対し研修をするだけでなく、違う科目で同じ大学生に対し

研修行われて欲しい。

また来年来て下さい。

この研修が大変役に立つので、採鉱の始めから終わりまで知識を得るように

次の段階の研修を期待しています。

指導員達はInstagram(モバイルアプリの一つ)を持ったほうがいいと思う。写

真があればすぐ共有出来る。

女性の指導員を追加して欲しい。

参加したい友達がまだ居るため、研修生の人数を増やして欲しい。

いつも我々の事を覚えてください。

違う科目での研修を参加したいです。研修が終わったのに、我々の事を覚え

てください。

我々の事を忘れないで下さい。

先生達は私の名前と顔を覚えて欲しい。今度来た時、我々が会ったら、先生

を近づいて貰ったチョコレートの代わりにお土産を差し上げたいです。有り

難う御座いました。

違う科目での研修に参加して欲しい。

研修を受けて、知識を幅広くしないとだめだと感じた。（Ｇｏｏｄ　Ｍｉｎ

ｉｎｇ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ/ＧＭＰ）

来年また会いましょう。順調にコミュニケーション出来るように来年多分日

本語も出来ると思う。

次回の研修の質をもっと上げてください。

炭鉱・鉱山におけるその他の研修がSTTINDで実施できることを願う。

研修内容として、仕事で役に立つソフトの紹介や使い方をもっとして欲し

い。

他の鉱山について研修を増やして欲しい。

日本における最新の炭鉱技術の紹介をもっと詳しく説明して欲しい。

もっと災害事例の内容を多く取り入れて欲しい。

内容をビデオにして欲しい。私にとってビデオを見たほうが理解しやすい。

たまに眠くなった時もあったが、指導員のかけ声で「リフレッシュ」でき

て、また「頑張ろう」という気持ちになった。

研修に参加できて嬉しい。今度の研修にソフト操作の実技時間を多めにとっ

て欲しい。

質疑応答の時間を多くとって欲しい.

機器を使っての実技を多く取り入れて欲しい。

研修設備が大変役に立った。

ビデオを増やして欲しい。

今度、この研修は現場実習も追加して欲しい。

この研修は実習も含めて、長い時間で行われて欲しい。

いつまでもお元気でまた会えることを願っている。ありがとうございます。

指導員と通訳は優しいですから、研修が大変良かった。

先生達に色々な知識を教えて貰って有り難う御座いました。

指導員達に共有して貰った知識は将来に活かせると思う。指導員達は無事に

帰国するように祈っています。今度、また会いましょう。

知識を教えて貰って、有り難う御座いました。

お礼 5

研修内容について

研修時間について

6

9

講義方法について 9

26.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

14

その他希望 10
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6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-10 理解度確認試験結果(パダン工業技術大学) 

 

7) その他： 

この研修は日本人の専門家による研修で、パダン工業技術大学で実施できるこ

とを歓迎。コンペテンシ(competency、技術・技能）を向上させるための研修。学

生がもっているコンペテンシが向上すれば、その学校の”品質”が上がることに

つながるので西スマトラ地区私立大学調整機関はこのような活動（研修）をサポー

ト。JOGMECや ESDM（教育訓練庁）に感謝。(西スマトラ地区私立大学調整機関ハナ

フィ事務長：開講式) 

 

 

  

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

パダン工業技術大学
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（６） 西スマトラ州サワルント市地域社会短期大学 

1) 期間： 平成 28年 11月 22日～11月 24日（3日間） 

2) 場所： サワルント市教育青年スポーツ局講堂 

3) 研修生：鉱山学科第 3学期 35名、卒業生 28名及び講師 2名の計 65名。 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 11月 22 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

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

炭鉱概要 

9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

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

12：00～13：00 昼 食 

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

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

15：00～16：00 坑内掘炭鉱開発知識：鉱山の経済性評価 

 

研修第 2日目 11月 23日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術、通気観測技術 

9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

  

研修第 3日目 11月 24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 保安活動：危険予知訓練と指差呼称 

10：00～11：00 保安活動：災害事例教育 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 
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5) 最終アンケート結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-11 最終アンケート結果(サワルント市地域社会短期大学) 

 

『質問 20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、

「坑内火災防止技術」が 24 名と多く、次に「自然発火防止」、「通気網解析技術」

それぞれ 20名であった。 

表 1.3-16 ２０：本研修で最もためになった科目(サワルント市地域社会短期大学) 

科目（複数回答） 回答数 

坑内火災防止技術 24 

自然発火防止技術 20 

通気網解析技術 20 

ガス炭塵爆発災害事例 19 

危険予知訓練と指差呼称 16 

通気技術 15 

図上退避訓練 14 

インドネシア法規：鉱山保安法について 13 

選炭技術 12 

通気観測技術 11 

全て 9 

災害事例 8 

石炭品質技術 8 

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 7 

鉱山の経済性評価 5 

池島炭鉱概要 3 

 

『質問 21 本研修であまりためにならなかった科目』については、「図上退避訓練」

1、「危険予知訓練と指差呼称」1名及び「鉱山の経済性評価」1名あった。 

 

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

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

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

サワルント市地域社会短期大学
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表 1.3-17 ２２：本研修に追加したい科目(サワルント市地域社会短期大学) 

科目（複数回答） 回答数 

発破技術 12 件 

ボーリング技術 7 件 

測量技術 5 件 

坑内排水技術 3 件 

電気保安技術 3 件 

支保技術 3 件 

鉱山救護隊 2 件 

埋め立て技術 1 件 

脱水技術 1 件 

石炭廃棄物 1 件 

インドネシアとアジアの鉱山歴史 1 件 

採炭技術(詳細) 1 件 

金属・石油についての知識 1 件 

運搬技術 1 件 

坑内掘り炭鉱計画 (UG mine-planning) 1 件 

色々な保安機器の紹介と使い方について科目 1 件 

 

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

なった」との回答が 92.3％であった。 

 

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

信がある」との回答が 93.8％であった。 

 

『質問 25今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 183.2％との

回答であった。 

 

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

は、「この研修は将来にわたって継続してほしい。」等の研修の定期的な継続への要

望が最も多かった。 
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表 1.3-18 自由に要望等記入(サワルント市地域社会短期大学) 

 

解析 アンケート結果 回答数
指導員たちがインドネシア語で話せば、私は３日間研修でも十分だと思って

います。通訳を使うと、研修期間が6日間に延ばして欲しい。そうすると、質

疑応答ができて、もっと早く理解できる

研修時間をもっと延ばしたほうがいい。

研修期間が短かったので講義は駆け足となって深い説明が聞けなったのが残

念です。研修が終わったので資料をもう一度見て、勉強するつもりです。

研修期間を長くしてほしい。

期間を長くして、もっとたくさんの内容ができるようにしてほしい。そうす

れば、もっと大幅の知識向上ができると思う。

私の場合は、この研修が大変役に立った。将来、この研修をまた行われた

ら、参加したいと思う。

将来、この研修をまた行われたら、参加したいと思う。

サワルント周辺の鉱山作業員は保護具の必要性がまだ分からないため、使用

していない。保安率が低い。そのために、サワルントでこの研修をより頻繁

に実施して欲しい。

坑内堀り炭鉱について知識を教えて頂き、指導員達と通訳さん達に感謝して

おります。今後、この研修が実施して欲しい。

いい研修ですので、出来れば、今後も研修を実施して欲しい。

教えてくれたＭＭＲ指導員たちに感謝いたします。私にとって、こんな研修

は役にたつ。また研修を実施して欲しい。

非常にためになる３日間の研修ですので、毎年実施してほしい。

この研修をもっと多く実施してほしい。

この研修は将来にかけてずっと実施できることを願っています。

この研修は将来にわたって継続してほしい。

私達の学校に度々来て、研修を実施してほしい。

将来には日本政府とインドネシア政府の研修でより多くの知識を習得した

い。

労働安全が大変大切だと、それから知識として大変役に立ったから、この研

修は各鉱山作業員を参加しなければならないと思う。

この研修は知識を幅広くするために、大変役に立った。

日本人は優しくて、威張らなくて、より若い人間にも勉強すると思う。また

サワルントに来るのは飽きないでください。待っていますので。

今度また会いましょう。指導員が優しかったから、研修内容が分かりやす

かった。

大変良かった。

他の知識(内容)の研修が実施され、また会えるように願っております。

今回の研修を通じて学んだことを、少しでも多く自分の知識としたい願って

おります。

いつかまた来られるように願っております。

日本の指導員たちはとても優しくて、親切で、冗談が好きです。。。。愛し

ているよ。

ノ・コメント、、、、指導員は凄かったです。

来られるように願っております。

（指導員は）もっとインドネシア語が上手になってほしい。

研修を受けて、私の知識がどんどん増えました。次の研修にまた参加したい

と思っています。先生！ありがとうございます

もっと良い研修にしてほしい。

この研修は非常に良くて、ためになる研修です。自分の知識がだいぶ向上し

たと思う。

指導員の皆さんはインドネシア語が上手だったらいいなぁと思う。

理解度を向上するために、支保技術・ＬＷ採炭法・Ｒｏｏｍ＆Ｐｉｌｌａｒ

採炭法をもっと詳細に教えて欲しい。

科目追加：坑内発破技術。

研修内容の伝え方が分かりやすくて良かったが、より対話で教えたほうがい

いと思う。

休憩時間が短すぎた。脳が集中出来るように、休憩は長い時間で一回だけで

いいと思う。

眠くならないように、指導員は参加者と相互討議を頻繁にやって欲しい。

勉強のやり方はリラックスな雰囲気が作って欲しい。人の緊張をさせない

で、！そうすると、もっと早く理解できると思っています。柿崎先生！ここ

に度々来てください。

先生、もっと学生との対話をしてください。

講義はいつも駆け足となった。

炭鉱見学＋講義の組み合わせであれば、もっと理解しやすいと思う。

講義をずっと聞いていると眠たくなることがあったので、その際に指導員は

面白い話などをして欲しい。

空いている時間や休憩時間中にゲームや遊びを取り入れたら、講義の時間が

楽しくなると思う。退屈はしないと思う。

日本の指導員がインドネシアにきて、研修を行われ、感謝します。この研修

で坑内堀炭鉱が分かってきた。

有り難う御座いました。

研修をしてくれた指導員に感謝します。

有り難う御座いました、先生！

知識を共有して貰って、有り難う御座いました。

知識を教えてくれた先生方に感謝いたします。この知識は我々にとって、非

常に役にたって、特に、将来の職場で必要な知識だと思っています。

優れた知識を教えてくださって、ありがとうございました。

先生、ありがとうございました。

この研修に参加できて嬉しいです。指導員の皆さんに感謝します。

ありがとうございました。いつまでもお元気で。

研修受ける前に坑内掘りのことがあまりわからなかったが、この研修に参加

してわかるようになったので本当に良かった。貴重な研修と体験でした。あ

りがとうございました。

ありがとうございました。

ありがとうございました、先生。

お礼 13

研修内容について

研修時間について

2

5

講義方法について 9

26.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 17
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6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は以下のとおり。 

 
図 1.3-12 理解度確認試験結果(サワルント市地域社会短期大学) 

 

7) その他： 

自分たちで、このような研修を開催し日本人専門家を呼ぶとしたら、手続きを含

めて膨大な事務処理コストを要することになるが、この研修は、日本政府とインド

ネシア政府の協力の一環として実施されているため、我々の負担も少なく実施さ

れている。このような機会を与えて頂き関係者に感謝。(マルワン サワルント市

教育青年スポーツ局長:開講式) 

今回限りではなく、来年も、是非、研修実施を希望。指導員の皆様に感謝。(エ

イドワル サワルント市地域社会短期大学調整者:閉講式) 
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（７） 南カリマンタン州ランブンマンクラット大学 

1) 期間： 平成 28年 12月 5日～12月 7日（3日間） 

2) 場所： ランブンマンクラット大学 

3) 研修生：鉱山学科第 3学期 3名、第 5学期 7名、第 6学期 1名、第 7学期 8名、第

9学期 8名、第 11学期 3名、講師 4名及び他大学講師等 3名の計 37名。 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 12月 5日(月) 

時 間 教 育 内 容 

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

炭鉱概要 

9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

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

12：00～13：00 昼 食 

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

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

15：00～16：00 坑内掘炭鉱開発知識：鉱山の経済性評価 

 

研修第 2日目 12月 6日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術、通気観測技術 

9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

 

 研修第 3日目 12月 7日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

9：00～ 10：00 保安活動：危険予知訓練と指差呼称 

10：00～11：00 保安活動：災害事例教育 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 
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5) 最終アンケート結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-13 最終アンケート結果(ランブンマンクラット大学) 

 

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

「通気網解析技術」が 18名と多く、次に「図上退避訓練」17名であった。 

表 1.3-19 ２０：本研修で最もためになった科目(ランブンマンクラット大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気網解析技術 18 

図上退避訓練 17 

通気技術 15 

坑内火災防止技術 13 

危険予知訓練と指差呼称 12 

選炭技術 12 

ガス炭塵爆発災害事例 11 

自然発火防止技術 10 

通気観測技術 9 

鉱山の経済性評価 8 

災害事例 8 

石炭品質技術 6 

全て 6 

インドネシア法規：鉱山保安法について 4 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 3 

池島炭鉱概要 3 

 

『質問 21 本研修であまりためにならなかった科目』については、「石炭品質管

理」2名、「インドネシア法規：鉱山保安法について」2名、「危険予知と指差呼称」

2 名、「池島炭鉱概要」1 名、「災害事例」1 名及び「坑内掘炭鉱基本知識とインド

ネシアでの坑内掘り炭鉱経験」1名あった。 
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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

ランブンマックラット大学
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『質問 22本研修に追加したい科目』については、「発破技術、発破掘進技術」な

どの要望があった。 

表 1.3-20 ２２：本研修に追加したい科目(ランブンマンクラット大学) 

科目（複数回答） 回答数 

発破技術、発破掘進技術 8 件 

支保技術、支保計算 6 件 

排水技術、酸性水排水 4 件 

坑内掘進 4 件 

鉱山計画・設計 3 件 

地盤工学 3 件 

探査 2 件 

地質工学 2 件 

現場実技 1 件 

簡単な実技を多くしてください 1 件 

鉱山機械設備 1 件 

密閉技術 1 件 

バッジ測定システム 1 件 

消火器の使い方 1 件 

坑道落盤の兆候 1 件 

環境影響 1 件 

浸出のメカニズム 1 件 

石炭以外の鉱山について 1 件 

 

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

なった」との回答が 94.6％であった。 

 

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

信がある」との回答が 94.6％であった。 

 

『質問 25今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

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

回答であった。 

 

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

は、「この研修は引き続いけて欲しい。それから、科目を増やして欲しい。」等の研

修の定期的な継続や研修項目増への要望が最も多かった。 
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表 1.3-21 自由に要望等記入(ランブンマンクラット大学) 

 

解析 アンケート結果 回答数
研修時間を延ばしたほうがいいと思う。

研修時間を延ばして、研修生の人数を増やして欲しい。

研修時間を延ばして欲しい。

研修時間を延ばして欲しい。

研修時間を延びて欲しい。

次回の研修がこれより時間をもっと延ばして、もっと面白くやって欲しい。

この研修期間は最低でも１０日間くらいで実施したほうがいいと思っていま

す。

参加者たちの理解度を向上できるためには、研修時間が延びて欲しい。

この研修は引き続いけて欲しい。それから、科目を増やして欲しい。有り難

う御座いました。

役に立った良い研修だと思う。ＥＳＤＭ、先生達及び通訳さん達に有り難う

御座いました。来年、またランブンマンクラット大学でこの研修を行われて

欲しい。有り難う御座いました

坑内保安の知識について、たくさんの人々が学ぶ為に、この研修の回数を増

やして欲しい。そうすると、たくさんの人間が助かると思う。

この研修は定期的に実施されて欲しい。

この研修はスマトラとジャワだけでなく、カリマンタンでの回数を増やして

欲しい。

Ｕｎｌａｍに来られて、有り難う御座いました。今度、この研修をまた行わ

れて欲しい。

来年、この研修をまた行われて欲しい。科目と研修設備を増やしてくださ

い。

こういう研修は更新した資料を使って毎年実施して欲しい。

この政府間協力は維持されるように祈っています。そうすると毎年研修が実

施されると思います。

研修がまた実施できるように祈っています。

ランブンマンクラット大学で継続的にやって欲しい。

お土産を用意して欲しい。

研修生名簿のソフトコピーを用意して欲しい。

メールを送信したら、返信してくださいね。

ＢＤＴＢＴからＵｎｌａｍの研究室に、設備等を頂きたいと思う。

多くの参加者は研修に参加させるようにして欲しい。

できれば、資料をカラー印刷して欲しい。

テキストがカラーコピーが欲しい。

ビデオ・資料のソフトコピーを欲しい。

私は下田先生、佐藤先生、柿崎先生、戸川先生からの後継者になりたいで

す。ありがとう御座いました。

日本で研修に参加したい希望があります。

ランブンマンクラット大学に度々来てくださいね！

日本の現場見学したいという希望をもっている。

この研修が継続的にやって、別のキャンパスでも実施していただきたいと

願っています。

出来れば、地質工学について科目を追加して欲しい。

坑内落盤の可能性について科目を追加して欲しい。

経済的なより良い採炭方式について科目を追加して欲しい。

現場実習をして欲しい。

坑内堀の地質工学問題の保安について科目を追加して欲しい。

冠水が発生出来る地下水の問題解決について科目を追加して欲しい。

研修時間を延ばして、現場実習を追加して欲しい。

今回の研修科目以外の科目も教えて頂けるようにして欲しい。

ソフトを使う科目が多くして欲しい。

発破技術とＧＥＯＴＥＣＨＮＩＣが追加して欲しい。

鉱山でよく使う器具ももっと詳しく説明して欲しい。

支保技術の科目を追加して欲しい。

支保について科目を追加して欲しい。

この研修はより面白くするには、指導員と研修生の対話時間が有ったほうが

いい。

研修生とより対話して欲しい。

たまに、冗談が出てリラックスした。

ビデオで科目を説明することはいい方法だと思う。

研修用の設備を増やして欲しい。

指導員と参加者たちの間、対話式・コミュニケーションをもっと向上する必

要がある。

研修ビデオをもっと多く見せたほうがいい。ビデオを通じて、直接、見れる

から。

眠くならないように、午後、コーヒーを飲むタイム・おやつがある必要。あ

りがとうございました

できれば、指導員が我々の目を眩しくしたポインター（眩しいレザー）を使

わないほうがいい。

指導員が大変優しく教えるでやる気がでた。インドネシアの大学、特にラン

ブンマンクラット大学で知識をいつも共有して欲しい。それから、指導員達

の健康も良くて、将来に会えるように祈っています。

幸せ。また会いましょう。

有り難う御座いました。

この研修は非常に役にたって、指導員の知識・経験は坑内掘り炭鉱の保安重

要性を理解しました。

３日間研修を受けて、初めて坑内掘り保安について勉強した私でも、たくさ

ん知識が増えた。

教えてくれた指導員たちと通訳たちに感謝いたします。取得した知識は我々

に役にたって、ためになるように願っております。

３日間研修にありがとう御座いました。

お礼 7

研修内容について

研修時間について

13

8

講義方法について 9

26.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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6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-14 理解度確認試験結果(ランブンマンクラット大学) 

 

7) その他： 

我々としてはこの研修をもっと拡大していく意向。拡大の意味は、参加できる人

を増やし、研修により利益を受ける人たちを多くしたいということ。(マス・アグ

ン・ウィウェコ HRDCGMC代表(評価課長)：開講式) 

この研修の良い点は、理論的なことばかりではなく、指導員の皆さんから実務的

な話等が聞けること。この研修は 3日間と短くて、研修の中で全部の内容を勉強で

きなかったが、この研修自体は、本当に良い研修。この研修の実施に当って、JOGMEC

の関係者の皆様、インドネシア政府の HRDCGMC の関係者の皆様等に感謝。(カリナ・

セッラ・プットリ講師(受講者)代表:閉講式) 
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（８） 西ジャワ州バンドンイスラム大学 

1) 期間： 平成 28年 12月 13日～12月 16日（4日間） 

2) 場所： バンドンイスラム大学 

3) 研修生：鉱山学科第 7学期 37名、第 9学期 15名及び講師他 4名の計 56名。 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 12月 13 日(火) 

研修第 2日目 12月 14 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 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  

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 

15：00～16：00 坑内通気知識：通気技術 

研修第 3日目 12月 15 日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気観測技術(風量測定の基礎等) 

9：00～10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術  

研修第 4日目 12月 16 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  

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 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 坑内採掘保安技術 
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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(災害事例ケーススタディ実習) 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) 最終アンケート結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-15 最終アンケート結果(バンドンイスラム大学) 

 

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

「通気綱解析技術」が 32名と多く、次に「通気観測技術」27名であった。 

表.1.3-22 ２１：本研修で最もためになった科目(バンドンイスラム大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気網解析技術 32 

通気観測技術 27 

ガス炭塵爆発災害事例 26 

通気技術 26 

図上退避訓練 25 

危険予知訓練と指差呼称 23 

坑内火災防止技術 23 

選炭技術 22 

災害事例 20 

自然発火防止技術 19 

鉱山の経済性評価 18 

池島炭鉱概要 17 

坑内採掘保安技術 15 

インドネシア法規：鉱山保安法について 14 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

坑内採掘保安技術

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

バンドンイスラム大学
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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 13 

全部 12 

石炭品質技術 7 

 

『質問 22本研修であまりためにならなかった科目』については、「危険予知訓練

と指差呼称」1名、「池島炭鉱概要」1名あった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「支保技術」、「発破技術」な

どの要望があった。 

表 1.3-23 ２３：本研修に追加したい科目(バンドンイスラム大学) 

科目（複数回答） 回答数 

支保技術 3 件 

石炭地下ガス化等の新技術 3 件 

発破技術 3 件 

石炭利用技術 3 件 

坑内設計 3 件 

坑内運搬 3 件 

災害が発生した場合のシミュレーション（処置・救助など） 2 件 

ガス炭じん爆発が発生した場合の退避（実技） 2 件 

地盤工学 2 件 

坑内掘炭鉱における地震が発生した場合の影響 2 件 

実技を多く 2 件 

坑道掘進技術 2 件 

支保等のシュミレーション 2 件 

海底探査 1 件 

石炭元素分析 1 件 

ンドネシア以外の坑内掘り炭鉱情報 1 件 

カロリーアップに関する技術 1 件 

風丸以外のソフト 1 件 

通気技術及び支保技術に集中する 1 件 

石炭加工技術 1 件 

災害事例の時間を増やす 1 件 

坑内掘炭鉱に存在するガスの種類等 1 件 

坑内堀炭鉱で災害が発生した場合の「実技・実習」 1 件 

クリーン・コール・テクノロジー 1 件 

坑外（例えば貯炭場、運搬中等）で発生した場合の自然発火の処置・

対策について 
1 件 

最新の掘削機械等 1 件 

 

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

なった」との回答が 89.3％であった。 
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『質問 25研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』については、「自

信がある」との回答が 87.5％であった。 

 

『質問 26今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 201.8％との

回答であった。 

 

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

は、「実技がもっと多くして欲しい。」、「研修実技がもっと多くして欲しい。」等の

研修内容への要望が最も多かった。その結果を表に示す。 

 

6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度を測るべく理解度確認試験を実施。試験結果まとめを次に示

す。 

 

図 1.3-16 理解度確認試験結果(バンドンイスラム大学) 

 

7) その他： 

この研修は、日本との協力で進められ、能力向上という点において、本当によい

研修。大学としては、フルサポートする。HRDCGMCのアグン代表、JOGMECの関係者

の皆様に感謝。(ヌグラハ工学部長：開講式) 

我々は、このようなチャンスを頂いて、我々の学生が、この研修に参加すること

が出来、自分たちの知識・能力向上に繋がったことに感謝。研修生は、鉱山学科の

学生ということで、将来の仕事にも有益。保安を守って仕事することで、家族も安

心して家で待つことが可能。(タウフィク・ブソイリ学校長:開講式) 
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2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

バンドンイスラム大学
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表 1.3-24 自由に要望等記入(バンドンイスラム大学) 

 

解析 アンケート結果 回答数
研修期間を調整して（＝今よりもっと長くして）、すべての内容がカバーで

きるようにしてほしい。

科目を増やして、期間も長くしてほしい。

この研修は、内容は多すぎて、一方期間は短い。それによって内容を全部研

修生に教えることは無理である。

この研修は全体的に評価するとしたら非常に良く出来ている研修と思う。私

達大学生にとって、この研修でたくさんのことを学ぶことができる。欠点は

期間が短いので、すべての内容を十分に教えてもらうのは難しい。

時間を延ばして欲しい。時間関係の理由で資料を説明を飛ばさないで下さ

い。

研修期間を長くして、実技も多く取り入れてほしい。

出来れば、時間を延ばして、事情が許せば、実技研修もやって欲しい。

もっと有効するために、座学時間が延ばして欲しい。素晴らしい研修

参加者が知識はもっと多く取得する為、研修時間を延ばして欲しい。

研修内容自体は良かったが、期間がもう少し長くしてほしい。

UNISBAでまた研修を実施してほしい。

バンドンで研修をたくさん実施してほしい。

研修で取得した知識をインドネシアのために活用したい。

通訳さんは通訳するときにもっとわかりやすく、もっとゆっくり喋ってほし

い。

指導員が伝えたい講義の内容を研修生にわかってもらうために、通訳さんは

炭鉱のことをもっと勉強してほしい。

　「余談：私は今４年生です。今指導員の皆さんとこの研修で会えて本当に

嬉しく思っています。早く卒業して、指導員のみなさんのように（マイニン

グ・エンジニアに）なって、インドネシアのために働きたいです。私のため

に祈ってくれるかな？いつかまた日本にも行きたいです。指導員のみなさん

がいつもお元気でいられますように祈っています。」

いいことは必ずしも毎日来るとは限らない。しかし、毎日いいことはいつも

ある。全てのことにありがとう。

私を日本へ連れて行って！

日本で留学できるように願っております。ありがとうございます。

バンドンで是非また来てください。日本へ私を連れて行って！ありがとう、

テリマ・カシー

日本へ直接に見学できるチャンスがあれば、良かったと思っています。

炭鉱を勉強するのが面白かった。さらに、研修で学んで坑内堀の革新する気

持ちが湧いてきた。

良かったと思う。併し、出来れば、対話がスムーズにする為に、指導員達は

インドネシア語がよりペラペラしゃべることが出来ればと思います。

炭鉱の頻繁事件及び日本の炭鉱概要について更新したビデオが欲し

マイクロサイズミックの方法に興味がある。坑内堀炭鉱の危険分析について

研修が有れば、参加したいと思う。

開発・研究された事項をどの様に入手しますか。一般的に研修が良かった。

研修生は日本の池島炭鉱を訪問できるようにして欲しい。

発破技術の科目を追加してほしい。

インドネシアにおける坑内掘で採炭できる埋蔵量及びインドネシア国内の石

炭利用等の情報を取り上げてほしい。

研修時間を伸ばして、問題解決の練習及び実習を増やして欲しい。

インドネシア及び日本の坑内掘炭鉱でよく見つかる問題・課題を教えてほし

い。

風丸以外のソフトの操作・使い方の科目を追加してほしい。例えば、坑内掘

炭鉱における坑道設計・ロングウォール払いの設計など。

研修時間を延ばして、現場訪問を行われて欲しい。

災害が発生した場合のシミュレーション（実技）の項目を取り入れてほし

い。

坑内堀炭鉱で災害が発生した場合におけるシミュレーション（＝実技）を追

加して欲しい。

実技がもっと多くして欲しい。

研修実技がもっと多くして欲しい。

実技がもっと多く実施して欲しい。

次回の研修は坑内掘り炭鉱の運搬を教えて欲しい。鉱山関係のよく使われる

色んなソフトを紹介欲しい。

現場訪問が必要だと思う。

実技を増やすと分かりやすいと思う。

シミュレーションで説明する事例を増やして欲しい。

風丸ソフトの次のステップの操作（まだ説明しなかった機能があると思

う）。

指導員の冗談・面白い言葉で楽しく勉強できた。

機器・器具の使い方の説明で、みんなその器具を触る・使ってみる事ができ

て、良かったです。

ゲームを取り入れながら講義をした方が良いかもしれない。

研修内容について、できれば座学６０％、実技４０％にしてほしい。

研修時間を延ばして、説明していない大事な資料がまだあります。見せた鉱

山で使われる器具がもっと多くして欲しい。先生！ありがとうございます。

出来れば、研修設備を増やして欲しい。

鉱山で使われる器具（ガス検定器・風量測定器）などを使う実技時間が延ば

して欲しい

私にとって、教えてくれた科目はためになります。実技時間及び指導員と参

加者の間の意見交換が増やして欲しい。

説明時間を効果的に使って、研修をもっと向上させて欲しい。実技が増える

よう願っております。

研修はぜんぶ座学ばかりであれば、参加者たちが眠くなって、集中できなく

なってしまった。できれば、軽いゲームがあって、教室の前で実技をやって

欲しい。

研修が大変面白くて対話したと思う。

研修ではシミュレーション及び現場実習を追加して欲しい。

研修は大変良くて、対話で行われたと思う。

指導員はいつまでもお元気でいてほしい。

元気であるように祈っています。ありがとうございました。また会いましょ

う。

良かった。バンドンイスラム大学に度々来て下さい。有り難う御座いまし

た。

良かった。有り難う御座います。

大切な知識を得ました。有り難う御座いました

知識を教えて貰って、有り難う御座いました。また会いましょう。有り難う

御座いました。

日本の炭鉱技術の情報を教えてくれたＪＯＧＭＥＣ側に感謝いたします。

我々は貴重な知識ができて、将来に活かせると思っています

お礼 7

研修内容について

研修時間について

16

10

講義方法について 13

27.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 15
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（９） 東カリマンタン州ムラワルマン大学 

1) 期間： 平成 29年 1月 16日～1月 19日（4日間） 

2) 場所： ムラワルマン大学 

3) 研修生：鉱山学科第 3 学期 11 名、第 5 学期 7 名、第 7 学期 5 名、第 1 学期 3 名、

第 9学期 1名、第 13学期 1名、卒業生 1名、地質学科 5期 2名及び講師他 7名の

計 38名。 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 1月 16日(月) 

研修第 2日目 1月 17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 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 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 

15：00～16：00 坑内通気知識：通気技術 

研修第 3日目 1月 18日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気観測技術 

9：00～10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

研修第 4日目 1月 19日(木) 

時 間 教 育 内 容 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 
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 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 坑内採掘保安技術 
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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:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) 最終アンケート結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-17 最終アンケート結果(ムラワルマン大学) 

 

『質問 21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、

「通気綱解析技術」が 15名と多く、次に「坑内火災防止技術」、「全て」がそれぞ

れ 11名であった。 

表 1.3-25 ２１：本研修で最もためになった科目(ムラワルマン大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気網解析技術 15 

坑内火災防止技術 11 

全部 11 

自然発火防止技術 10 

通気技術 9 

選炭技術 9 

図上退避訓練 8 

坑内採掘保安技術 8 

ガス炭塵爆発災害事例 8 

危険予知訓練と指差呼称 8 

通気観測技術 7 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 6 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

坑内採掘保安技術

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

ムラワルマン大学
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鉱山の経済性評価 5 

災害事例 5 

石炭品質技術 4 

池島炭鉱概要 3 

インドネシア法規：鉱山保安法について 1 

 

『質問 22本研修であまりためにならなかった科目』については、「鉱山の経済性

評価」1名あった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「支保技術」、「発破技術」など

の要望があった。 

表 1.3-26 ２３：本研修に追加したい科目(ムラワルマン大学) 

科目（複数回答） 回答数 

坑内発破技術 7 件 

坑内掘りの調査と展開について科目 3 件 

現場実習 2 件 

坑内で使う運搬設備 2 件 

日本とインドネシアの炭鉱の比較。 2 件 

坑内掘における設計の基礎知識及び設計の仕方 2 件 

削孔技術 1 件 

世界中の坑内掘り炭鉱における技術の比較 1 件 

石炭灰及びメタンガスの利用技術 1 件 

坑内排水 1 件 

ケービング採炭法 1 件 

インフラ 1 件 

保安装置の設置 1 件 

鉱山計画 1 件 

坑内で使っている設備 1 件 

坑内の関係での地質監視又は地質災害 1 件 

坑内掘り計画及び測量について科目 1 件 

現状の炭鉱の写真 1 件 

地下水管理・加工について科目 1 件 

坑内掘りの採炭技術について科目 1 件 

地盤工学 1 件 

環境にやさしい採炭技術（グリーン・マイニング） 1 件 

 

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

なった」との回答が 92.1％であった。 

 

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

信がある」との回答が 89.5％であった。 
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『質問 26今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 180.6％との

回答であった。 

 

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

は、「坑内掘炭鉱の現場で研修を行うことを要望する。」、「研修後、坑内掘り方式

の炭鉱現場見学を実施して欲しい。」等の研修内容への要望が最も多かった。 

表 1.3-27 自由に要望等記入(ムラワルマン大学) 

 

 

解析 アンケート結果 回答数
研修期間を長くしてほしい

研修期間を長くして、今ある研修科目・内容を詳しく説明してほしい。

研修期間が短いので、できれば期間を長くしてほしい。

研修日数は一週間ぐらい伸びて欲しい。

研修時間を延ばして、坑内排水科目を追加して、坑内掘り炭鉱の色んな設備

をもっと紹介してくれるように願っております。

毎年、こういう研修がやって欲しい。

研修が継続的にやって欲しい。この研修は保安面の重要性を知ることが出来

る技術者を出せて、幸せを実現できることです。

毎年行われて欲しい。

是非、また来てください！２３番の追加科目を教えて欲しい。

研修は学校の休み中に実施しないで欲しい

日本またはインドネシアの坑内掘り炭鉱で見学することができるように祈っ

ています。ありがとう　ございます

最新的な技術をもっている他の国の採炭法を知ることができて、嬉しかった

です。私にとって、４日間研修で、たくさん知識ができて、本当に嬉しいこ

とです。

坑内掘り炭鉱の知識をもっと勉強したいです。

特に、鉱山関係、色んな知識を知りたいので、私は日本での研修または留学

するチャンスがあることを望んでいます。

直接日本の池島炭鉱の操業を見れるように研修生達を連れていて欲しい。

もし、池島炭鉱で研修が行われるなら、ラワルマン大学生も参加させて欲し

い。

他の作業安全研修も実施してほしい。

今度、大学生用の研修は日本の研修センターで行われるようにして欲しい。

座学に使われているデータ（ビデオ、テキスト等）を更新・新しく作りなお

してほしい

内容及びビデオがとても良かった。

研修は非常に良かった。ほとんどの科目は理解できたと思う。

ビデオが古いので、新しいデータ等を使って、新たにビデオを作って欲し

い。

できれば、研修設備（ガス検定器、測定器）などをムラワルマン大学の実験

所に寄付して欲しい。

坑内掘りの作業安全衛生の研修が必要だと思う。

より難しいソフト練習でのソフト研修時間を延ばして欲しい。

できればビデオを見せた際に、必要なところで指導員はビデオを一時停止し

て追加説明をしてほしい。

できれば、座学だけではなく、現場見学も行い、現場で直接勉強する。この

方法はベストだと思う。

坑内掘炭鉱の現場で研修を行うことを要望する。

坑内掘りの知識をもっとたくさん教えて欲しい。現場実技をやる必要ありま

す。

説明は早すぎて、できれば、もっとゆっくり教えて欲しい

より理解出来るために、坑内と選炭工場で使っている設備の実物を見せて、

詳しく説明して欲しい。

研修後、坑内掘り方式の炭鉱現場見学を実施して欲しい。

現場訪問活動を追加して欲しい。

教え方を改善して欲しい。資料が良かった。有り難う御座いました。

希望は次回の研修があれば、現場実習をして欲しい。そうすると、研修内容

が習得できると思う。（日本又は近くの炭鉱へ）

ありがとうございました

研修してくれてありがとうございます。日本人と会って直接話すのは初めて

です。

この研修に役に立つ知識を教えてくれた方々に感謝いたします。

どうもありがとう御座いました

たくさん教えてもらって指導員の皆様に感謝いたします。直接に会えなくて

も、坑内掘り炭鉱のことを分からない場合、私にもメール、Ｆａｃｅｂｏｏ

ｋ，Ｌｉｎｅなどを通じて皆様に質問をさせていただきます。

27.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 9

お礼 5

研修内容について

研修時間について

7

5

講義方法について 10
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6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-18 理解度確認試験結果(ムラワルマン大学) 

 

7) その他： 

この研修で沢山の知識を習得。此処で終わることなく、卒業して仕事についても、

仕事場で活用していくことが可能。インドネシアの為にも、今回学んだことを活用

して、努力していく(ファリッド・アディナタ研修生代表:閉講式)。 
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（１０） 東ジャワ州アディタマスラバヤ工科大学 

1) 期間： 平成 29年 1月 24日～1月 26日（3日間） 

2) 場所： アディタマスラバヤ工科大学 

3) 研修生：鉱山学科第 3学期 38名、第 7学期 8名、第 5学期 2名及び第 9学期 1名

の計 49名。 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 1月 24日(火) 

時 間 教 育 内 容 

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

池島炭鉱概要 

9：00～10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

11：00～12：00 昼 食 

12：00～13：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 

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

14：00～15：00 坑内掘炭鉱開発知識：鉱山の経済性評価 

 

研修第 2日目 1月 25日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術、通気観測技術 

9：00～10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識： 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

 

研修第 3日目 1月 26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 保安活動：危険予知訓練と指差呼称 

10：00～11：00 保安活動：災害事例教育 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 
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5) 最終アンケート結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-19 最終アンケート結果(アディタマスラバヤ工科大学) 

 

『質問 20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」が 20名と多く、次に「通気網解析技術」16名であった。 

表 1.3-28 ２０：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) 

科目（複数回答） 回答数 

通気技術 20 

通気網解析技術 16 

ガス炭塵爆発災害事例 11 

全て 11 

坑内火災防止技術 9 

通気観測技術 8 

図上退避訓練 7 

自然発火防止技術 7 

鉱山の経済性評価 5 

危険予知訓練と指差呼称 5 

選炭技術 5 

インドネシア法規：鉱山保安法について 4 

池島炭鉱概要 2 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 2 

石炭品質技術 2 

災害事例 1 

 

『質問 21本研修であまりためにならなかった科目』については、「鉱山の経済性

評価」2 名、「危険予知と指差呼称」1名、「災害事例」1名及び「「インドネシア法

規：鉱山保安法について」1名あった。 
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理解度確認試験
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教室での座学研修

アディタマスラバヤ工科大学
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『質問 22本研修に追加したい科目』については、「石炭利用技術」などの要望が

あった。 

表 1.3-29 ２２：本研修に追加したい科目(アディタマスラバヤ工科大学) 

科目（複数回答） 回答数 

石炭の利用技術 6 件 

鉱山測量、坑内掘り用の探査技術 5 件 

坑内掘炭鉱におけるリクラメーション 3 件 

発破 3 件 

埋め戻しの技術 3 件 

坑内掘炭鉱開発計画 2 件 

露天掘りの科目 2 件 

鉱山設計 2 件 

採炭技術をもっと詳しく 2 件 

器具・装置の詳しい紹介 2 件 

坑内掘りで使用されている機械・設備 2 件 

石炭加工技術 1 件 

火災防止技術に関する実技 1 件 

石炭販売 1 件 

炭鉱特有の病気 1 件 

石炭埋蔵量計 1 件 

坑内掘りの深部化解析 1 件 

冶金学 1 件 

自然発火防止の実習 1 件 

支保技術 1 件 

環境影響の対策 1 件 

 

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

った」との回答が 91.8％であった。 

 

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

信がある」との回答が 85.7％であった。 

 

『質問 25今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 179.4％との

回答であった。 

 

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

は、「この研修に実技・実習をもっと取り入れてほしい。」等の講義方法への要望が

最も多かった。 
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表 1.3-30 自由に要望等記入(ムラワルマン大学) 

 

解析 アンケート結果 回答数
研修期間が短い。

今度研修があった場合、期間をもっと長くして、科目の内容を十分に説明で

きるようにしてほしい。

研修資料がたくさんあったので、研修時間が５日間になって欲しい

研修時間を延ばしたら、私は各資料を全部説明できると思っています

時間が短かった

時間が短かった。

もっと理解するために、研修時間を延ばす必要ある

研修時間を延ばして欲しい。良ければ、各科目は１時間半にして欲しい。

もっと理解できるために、研修時間・実技を多くして、研修中、眠気ないよ

うに、軽いゲームがある必要だと思っている

来学期にも研修を実施してください。

研修をもっとたくさん実施してほしい。

この研修をもっとたくさん実施してほしい。

是非また来てください！

その他のテーマ及び科目の研修も実施してほしい。

通訳はもっとゆっくり話をしてほしい。

指導員は詳しく自己紹介して欲しい

日本で勉強しに行きたい

凄い。Ｊｏｇｍｅｃは知識を共有するためにこんな活動を行って大変良かっ

た。

研修中で寝ていた研修生がいたので、実行委員会のもっと厳しくして欲し

い。

こんな研修は全ての大学の鉱山学科に行われて欲しい。

文化が違うということが分かった。普通は、長い時間で科目の説明を聞くと

眠くなりますが、ちょうど第２日目の講義で直接対話をしたため、やる気が

出てきた。

研修内容を幅広くカバーできるようにしてほしい。

石炭鉱山の埋め立て技術を追加して欲しい

凄い。

ずっと集中するのは難しいので、授業が単調・退屈になった際に、ちょっと

だけのリラック・スタイムがあった方が良いと思う

科目の伝え方を改善して、研修生は研修中で眠くないように冗談をいれたほ

うがいいと思う。

出来れば、時間が掛からないように、指導員達はインドネシア語で説明した

いと思う。

出来れば、各科目が終わった後、質疑応答をして頂きたい。

説明が早すぎた。

簡単な実技があったほうがいい。

実技時間が多くして欲しい

質疑応答時間をもっと設けてほしい。

眠気に襲われないように、研修の中、少し冗談、軽いゲームが必要

測定器の実技時間と別の検定器・装置を多くして、参加者全員にも使わせて

いただきたい

実習がたくさん出来るようにしてほしい。実習することで、もっと理解でき

ると思う。

研修用のビデオはとても良かったので、もっとたくさん使ってほしい。ま

た、ビデオですから、炭鉱の様子も見れて、イメージ作りに非常にいいと思

う。

この研修に実技・実習をもっと取り入れてほしい。

指導員の説明の仕方：もっと面白くしてほしい。

退屈しないように、研修の合間にあそび、クイズなどをしてほしい。

教材のビデオをもっと多く使ってほしい。

指導員は研修生にもっと対話（コミュニケーション）をとってほしい。

質疑応答をたくさん取り入れてほしい。

退屈、眠たくならないように、指導員は授業・講義を工夫して、面白くして

ほしい。全体的にはすでに良かったと思う。

説明のやり方はもう良かったですが、寝た参加者がまだ居たので、説明は今

回よりもっと面白く作って欲しい。

もっと各科目の内容を丁寧に、十分に説明してほしい。

この研修は非常に良かった。今度研修があった場合、一つの科目に絞って詳

しい説明ができるようにしてほしい。

質疑応答をもっと設けてほしい。

研修時間を延ばして、眠気に襲われないように、軽いゲームをやったほうが

いい。

質疑応答時間が作って欲しい。

通訳の人はもっと説明上手になってほしい。理想的なのは、通訳を使わない

で、指導員は科目の内容を自分で説明する。

坑内掘炭鉱で研修を実施してほしい。

お礼 研修と理論が大変役に立ったため、どうも有り難う御座いました。 1

研修内容について

研修時間について

3

9

講義方法について 27

26.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 8
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6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

 

図 1.3-20 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： 

この研修は、能力向上の場の一つとして学生にとって大変重要。HRDCGMC関係者、

JOGMECの指導員の皆さんに感謝。(シャムスリ学長:開講式) 

この研修では、新しい知識を得るだけでなく、視野を広げることが出来たとの感

想。研修は、分かりやすい言葉で実施されたので理解。ここで吸収できた知識を次

の段階で活用。仕事に就いた時は、安全に仕事して、幸福を目指すとの意思。 (グ

ナワン研修生代表：閉講式) 
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（１１） ジャカルタ首都特別州トリサクティ大学 

1) 期間： 平成 29年 2月 6日～2月 9日(4日間) 

2) 場所： トリサクティ大学 

3) 研修生：鉱山学科第 9学期 22名、第 11学期 4名、第 7学期 4名、第 5学期 2名、

第 13学期 1名、地質学科第 7 学期 1名及び講師他 6名の計 40名。 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 2月 6日(月) 

 

研修第 2日目 2月 7日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術 

9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気観測技術 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

14：00～15：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

15：00～16：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

 

研修第 3日目 2月 8日(水) 

 

時 間 教 育 内 容 

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

ート、池島炭鉱概要 

9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

11：00～12：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

15：00～16：00 坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内採掘保安技術 

9：00～ 10：00 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 
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研修第 4日目 2月 9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:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) 最終アンケート結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-21 最終アンケート結果(トリサクティ大学) 

 

質問 21 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、

「通気綱解析技術」及び「図上退避訓練」がそれぞれ 14名と多く、次に「ガス炭

じん爆発災害事例」が 12名であった。 

表 1.3-31 ２１：本研修で最もためになった科目(トリサクティ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気網解析技術 14 

図上退避訓練 14 

ガス炭塵爆発災害事例 12 

全て 11 

通気技術 11 

通気観測技術 11 

坑内火災防止技術 10 

坑内採掘保安技術 9 

自然発火防止技術 9 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

坑内採掘保安技術

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

トリサクティ大学
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危険予知訓練と指差呼称 9 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 6 

選炭技術 6 

インドネシア法規：鉱山保安法について 5 

災害事例 5 

池島炭鉱概要 4 

鉱山の経済性評価 4 

石炭品質技術 2 

 

『質問 22本研修であまりためにならなかった科目』については、「鉱山の経済性

評価」1名あった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「発破技術」、「坑内排水技術」

などの要望があった。 

表 1.3-32 ２３：本研修に追加したい科目(トリサクティ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

発破技術 8 件 

坑内排水技術 4 件 

地盤工学 3 件 

坑内掘りにおける鉱山設計と計画 2 件 

坑内掘りの埋めたて 2 件 

坑道安定の評価・解析 2 件 

リクラメーション 1 件 

地盤沈下以外の坑内掘りによる環境影響 1 件 

坑内用の保安道具の身につけ方。（COマスク、酸素マスクなど） 1 件 

開坑の仕方 1 件 

密閉の仕方 1 件 

支保技術 1 件 

排水処理技術 1 件 

時間管理技術について 1 件 

作業安全衛生について 1 件 

地質関連科目、例えば：坑内掘炭鉱の地質的特性など 1 件 

坑内掘りと環境について科目 1 件 

帯水層及び酸性水について科目 1 件 

坑内掘り鉱物鉱山（金、ニッケル）について 1 件 

坑道掘進技術 1 件 

坑内掘り運搬技術 1 件 

採炭技術 1 件 

閉山後について 1 件 

災害で坑内を出られない時の生存するについて 1 件 
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『質問 24ためになったとの本研修への印象をもったか？』については、「ために

なった」との回答が 95.0％であった。 

 

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

信がある」との回答が 95.0％であった。 

 

『質問 26今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 163.9％との

回答であった。 

 

『質問 27自由に要望等

を記入して下さい。（複数

回答を可とした。）』につい

ては、「この研修を継続し

てほしい。」、「インドネシ

アの大学生にたくさん研修

をしてほしい。」等の研修

継続への要望が最も多かっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.3-33 自由に要望等記入 

(トリサクティ大学) 

解析 アンケート結果 回答数
研修期間を長くしてほしい。

研修期間を長くしてほしい。４日間はやはり短すぎた。

資料がよく説明出来るようにこの研修は一週間にしたほうがいいと思う。

インドネシアの大学生にたくさん研修をしてほしい。

この研修を継続してほしい。

この研修をずっと継続してほしい。

研修は継続して実施してほしい。

面白かった。研修は定期的に行われて欲しい。

引き続けてください。

この知識が大変役に立ったため、研修の回数を増やして欲しい。

トリサッティ大学へ研修のためによく来て欲しい。有難う御座いました。

トリサックティ大学研修の回数、研修設備、ビデオ等を増やして欲しい。

各インドネシアの大学で研修を行われて欲しい。このことにより、災害を削

減出来ると思う。

鉱山学科のために必要であり、定期的にこの研修を行われて欲しい。

この研修は鉱山学科の学生とってに非常に良い研修ですので、ぜひインドネ

シア全国に実施してほしい。

学生の多くは男性なので、女性指導員がいればいいかなと思う。

日本の大学で進学できるチャンス・奨学金情報などを教えてほしい。

学生は時間を守れなくて（いつも遅れて来て）すみませんでした。

授業に研修生がよく遅れて来て、ごめんなさい。

坑内堀り炭鉱について知識等を教えた日本人に会うのは嬉しかった。この研

修のお陰で、時間管理について知識が勉強になった。

大変良かった。それから、知識を多く得て、仕事に関する性格が分かってき

た。

この研修が大変ためになった。それから、大学生の数を増やして欲しい。

研修で説明した資料が将来に大変役に立つと思う。

地質学科大学生として、新科目なのに、資料の内容と説明仕方が大変良かっ

た。この研修で坑内堀り炭鉱及び保安が分かって来た。

講義時間はもっと短くして良いが、科目をもっと追加してほしい。

資料は分厚すぎる

白黒のコピーでは写真ははっきりと見えない。

面白くて、ためになった研修です。

もっと坑内掘り炭鉱で使用される測定機器の実物を見せて説明してほしい。

採炭方法などの新しい技術の紹介をしてほしい。

装置・機器をもっとたくさん紹介・説明してほしい。

機器・装置をもっとたくさん見せて、説明してほしい。

講義資料をもっと面白く・分かりやすく作って欲しい。

教材のビデオの新しいバージョン（新情報・データを使って）を制作してほ

しい。

坑内堀の作業安全衛生について科目を増やして欲しい。

休憩が多すぎた。例：各２時間に午前の研修１回、午後の研修２回だと思

う。

研修内容及び講義も全体的に良かったが、学生が眠たくなる場合があるの

で、できれば指導員はそれを見極めて、面白い話などして、リフレッシュす

る。

教材のビデオをもっと多く作成し、使用してください。

学生が眠たくならないように、講義を工夫してもっと面白くしてください。

講義をあまり長くすると集中力が落ちるので、もっと10分間休憩を取らせて

ほしい。

実技をもっとたくさんしてほしい。

教材としてビデオをもっと使ってほしい。

休憩が多すぎる。

指導員はもっと面白い話・冗談等をしてほしい。

もっと実技をたくさん実施してほしい。

現場実習が必要だと思う。

可能ならば、本当の現場状況で研修を行われて欲しい。本当の状況を把握す

るために、模擬坑道でもシミュレーションが行われると思う（あったら）。

質問のとき、指導員オープンだった。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

知識・経験を分かち合ってくれた指導員の皆さんに感謝します。

研修を実施してくれたJOGMEC、MMRのみなさまに感謝します。

ありがとうございました。非常にためになった研修でした。

知識を教えて頂いて、どうも有難う御座いました。科目が大変役に立った。

教えてくれて、ありがとうございます。

知識向上ができて、指導員のみなさんに感謝します。

お礼 8

研修内容について

研修時間について

12

3

講義方法について 12

27.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

その他希望 9
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6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 
図 1.3-22 理解度確認試験結果(トリサクティ大学学) 

 

7) その他： 

この研修を通して、保安はいかに大事かということを理解することを期待。数年

前に、サワルント市内ので坑内掘り炭鉱で事故が発生し、33 名が死亡。事故原因

は、作業員が、坑内で、坑内用の電気器具を使わず、普通の地上で使うコンセント

を使用。これによってプラグを差し込んだ際に、火花が出て、メタンガスに着火し

爆発。この研修で坑内掘り炭鉱の保安を学び、知識向上に繋げる事を期待。 (アフ

ィアト・アヌグラハディ地球エネルギー工学部長：開講式) 

研修内容は、いろいろな分野をカバーしており、内容も良い。また、授業を聞く

だけでなく、メタンガス測定器の使い方、測風器の使い方、風丸ソフトを使った実

習やビデオ等を使っての講義など、指導員の教え方も良かったとの感想。(レザ講

師代表閉講式) 
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（１２） ジョグジャカルタ特別州 UPNベテラン･ジョグジャカルタ大学 

1) 期間： 平成 29年 2月 14日～2月 17日(4日間) 

2) 場所： UPN ベテラン・ジョグジャカルタ大学 

3) 研修生：鉱山学科第 8学期 13名、第 6学期 9名、第 10学期 8名、第 4学期 5名、

第 7 学期 2 名、第 9 学期 1 名、第 1 学期 1 名及び講師他 6 名の計 45 名。 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 2月 13日(月) 

研修第 2日目 2月 14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 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 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

14：00～15：00 坑内掘炭鉱知識：鉱山の経済性評価 

15：00～16：00 坑内通気知識：通気技術 

研修第 3日目 2月 15日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気観測技術 

9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

研修第 4日目 2月 16日(木) 

時 間 教 育 内 容 

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 坑内採掘保安技術 

10：00～11：00 坑内採掘保安技術 

11：00～12：00 坑内採掘保安技術 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 坑内採掘保安技術 

14：00～15：00 坑内採掘保安技術 

15：00～16：00 坑内採掘保安技術 
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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:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) 最終アンケート結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-23 最終アンケート結果(UPNベテラン･ジョグジャカルタ大学) 

 

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

「通気綱解析技術」が 23名、次に「図上退避訓練」が 20名と多くであった。 

表 1.3-34 ２１：本研修で最もためになった科目(UPNベテラン･ジョグジャカルタ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気網解析技術 23 

図上退避訓練 20 

ガス炭塵爆発災害事例 18 

通気技術 17 

危険予知訓練と指差呼称 17 

坑内採掘保安技術 16 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 16 

坑内火災防止技術 16 

通気観測技術 16 

自然発火防止技術 15 

インドネシア法規：鉱山保安法について 10 

災害事例 11 

選炭技術 11 

鉱山の経済性評価 8 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
池島炭鉱概要

坑内採掘保安技術

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

UPNベテラン･ジョグジャカルタ大学
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石炭品質技術 8 

池島炭鉱概要 5 

全て 5 

 

『質問 22本研修であまりためにならなかった科目』については、「鉱山の経済性

評価」2名、「インドネシア法規：鉱山保安法について」2名及び「危険予知訓練と

指差呼称」1 名あった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「発破技術」、「地盤工学」など

の要望があった。 

表 1.3-35 ２３：本研修に追加したい科目(UPNベテラン･ジョグジャカルタ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

発破技術 6 件 

地盤工学(の応用技術) 3 件 

石炭以外の鉱物に関する技術 3 件 

現場実習 3 件 

坑内掘り炭鉱の最新技術 2 件 

支保技術 2 件 

坑内設計 1 件 

指導員の経験 1 件 

インドネシアでの坑内掘り炭鉱の知識の適用 1 件 

鉱山の経済性の評価 1 件 

作業安全についてもっと説明 1 件 

風丸ソフトの中級・上級の操作法 1 件 

坑内掘設計用のソフト 1 件 

日本の鉱山法の参考、作業のしつけ 1 件 

出水災害が発生した時の処置 1 件 

坑外（施設等）の設計 1 件 

詳しい採炭方法の説明 1 件 

保安についての資料はもっと多く 1 件 

 

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

なった」との回答が 82.2％であった。 

 

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

信がある」との回答が 82.2％であった。 

 

『質問 26今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 183.4％との

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

は、「ＵＰＮ大学で研修を実施してくれて、まことにありがとうございました。こ

の研修は学生たちにとって、とても役に立つ。ありがとうございます。」等のお礼

の言葉が最も多かった。その結果を表に示す。 

 

表 1.3-36 自由に要望等記入(UPNベテラン･ジョグジャカルタ大学) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解析 アンケート結果 回答数
期間を長くして、科目内容を完全に説明できるようにしてほしい。

今度、短時間で詳しい説明が出来るようにして欲しい。

この研修があったことで、私は非常に嬉しくて、来年もまた実施して欲し

い。また会いましょう。ありがとうございます。

多くの知識を教えてくれて、ありがとうございました。ジョグジャカルタに

度々来てください。

また研修を実施してほしい。

毎年UPN大学で（研修を）実施してほしい。

この研修をまた実施してほしい。

インドネシア鉱山の発展のために、ずっと毎年ベテラン大学に来てくださ

い。

ジョグジャカルタのＵＰＮ大学に是非来てください！

研修のためまた来てください。

サワルント区域で、または、日本の炭鉱で研修を実施して欲しい。

出来れば、自分のお金でも、大学生は日本の坑内堀り炭鉱で実習出来るよう

にして欲しい。

日本で研修に参加できるように願っております。

指導員が大事と判断した新しい資料は追加して欲しい。

良かった

ためになった研修です。

大変ためになった。

大変役に立った科目を教えて頂いて、有り難う御座います。

インドネシアで坑内堀り炭鉱が少ないのに、この研修内容は私のとって大変

役に立った。完璧だ。

日本炭鉱の例を増やして欲しい。

資料印刷があまり良くない。

時間が足りなかったので、説明していない部分がある。

ビデオを見る時間を減らして、休憩時間は２時間おきに一回やって欲しい。

次の研修はできれば、現場直接に実施して欲しい。

現場で研修を実施してほしい。

もっとたくさんの教材ビデオを使ってほしい。

実技（機器・装置の使い方）をたくさん取り入れてほしい。

研修はもう良かったです。ありがとう。

じゃ、また会いましょう。先生！ありがとう。

有り難う御座いました。

有り難う御座いました。

ＵＰＮ大学で研修を実施してくれて、まことにありがとうございました。こ

の研修は学生たちにとって、とても役に立つ。ありがとうございます。

有り難う御座いました。

ためになった研修をしてくれてありがとうございました。

他の機会にまた会いましょう。有り難う御座いました。

有り難う御座いました。

有り難う御座いました。

有り難う御座いました。

日本の指導員達へ、有り難う御座いました。

良い研修を有り難う御座います。他の機会にまた会いましょう。有り難う御

座いました。

知識を教えて貰って、有り難う御座いました。

ベテラン大学鉱山学科に知識を教えて貰って、有り難う御座いました。

新しい知識を教えてくれてありがとうございました。またお目にかかりま

しょう。

有り難う御座いました。

27.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 2

お礼 17

研修内容について

研修時間について

8

2

講義方法について 6
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6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-24 理解度確認試験結果(UPNベテラン･ジョグジャカルタ大学) 

 

7) その他： 

この 4日間の期間中に、新しい知識を学んだ。この研修には、大変ユニークな内

容の科目があった。指差呼称は、印象深い内容。ここで学んだ坑内掘り炭鉱の技術

や知識を活用できるのは、これから卒業する学生達。将来、このインドネシアで坑

内掘り炭鉱で働いた際には、この研修で学んだことの活用を期待。最後に、この研

修の再度の実施を希望。可能なら現場での研修も希望。 (ワヲン・ドウィ・ラット

ミナー講師閉講式) 

この 4日間の研修で、新しいことを沢山学んだ。今まで、坑内掘り炭鉱には縁が

無かったので、知識が少なかった。ここで学んだ知識は、将来、職場で活用。また、

研修に参加できなかった人がいる。来年、まだ受けていない友達や後輩たちの為、

この研修を実施を希望。 (グデ・ウイジャウヤ研修生代表：閉講式) 

 

 

  

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

UPNベテラン･ジョグジャカルタ大学
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（１３） 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実施した最終アンケートをまとめた結果は以下のとおり

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

と、この研修を受講して得た感想を記述する項目から構成。評価は、5:非常に良い、4:十

分良い、3:良い、2:足りない、1:悪いの５段階で実施)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-25 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) 

 

 

1) 『本研修で最もためになった科目』まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-26 最終アンケートまとめ(本研修で最もためになった科目) 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

池島炭鉱概要

坑内採掘保安技術

インドネシア法規：鉱山保安法について

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験

鉱山の経済性評価

通気技術

通気観測技術

通気網解析技術

坑内火災防止技術

図上退避訓練

自然発火防止技術

ガス炭塵爆発災害事例

危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

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

項目別評価

目標

通気網解析技術
10%

通気技術
9%

ガス炭塵爆発災害事例
8%

図上退避訓練
8%

坑内火災防止技術
8%

危険予知訓練と指差呼称
7%通気観測技術

7%

自然発火防止技術
7%

選炭技術
6%

全て
5%

災害事例
4%

坑内採掘保安技術
4%

インドネシア法規：鉱山保安法につ

いて
4%

鉱山の経済性評価
4%

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシア

での坑内掘り炭鉱経験
4%

池島炭鉱概要
3%

石炭品質技術
3%

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

 

 

 

図 1.3-27 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無し 83.0%

鉱山の経済性評価, 2.0%

インドネシアの鉱山保安法規, 1.1%

危険予知訓練・指差呼称, 1.2%

災害事例, 0.5%

石炭品質管理, 0.5%

インドネシアの坑内掘り炭鉱経験, 0.9%

池島炭鉱概要, 0.5%

通気網解析技術, 0.4%

選炭技術, 0.2% 自然発火防止, 0.2%

坑内採掘保安技術, 0.2%

通気観測技術, 0.2%

図上退避訓練, 0.2%

無回答(アンケート未

提出者を含む), 9.0%

本研修であまりためにならなかった科目
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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 72件、次に「支保技術」29件、「坑内排水、鉱山水の酸性

処理」19 件、「鉱山計画･坑内設計」19 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。 

 

図 1.3-28 最終アンケートまとめ(本研修に追加したい科目) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発破技術, 17.1%

支保技術, 7.0%

探査･測量技術、地質技

術, 4.8%

坑内排水、鉱山

水の酸性処理, 
4.6%

鉱山計画･坑内設計, 4.6%
地盤工学, 

3.8%

石炭利用・加工技

術, 3.6%

ボーリング技術, 2.9%
石炭以外の鉱山, 1.7%

現場実習, 2.6%

実技, 
2.9%

露天掘り技術, 1.2%

リクラメーション, 1.0%

その他, 42.3%

本研修に追加したい科目
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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 1.3-29 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？) 

 

 

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 1.3-30 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？) 

はい, 93.3%

いいえ, 0.4%

無回答, 

6.3%

ためになったとの本研修への印象をもったか？

はい

92.6%

いいえ

1.8%

無回答

5%

研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？
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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 1.3-31 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？) 

 

 

7)  『自由に要望等』まとめ 

「学生たちに多くのためになる知識を与えたので、この研修は頻繁にキャンパ

スで実施して欲しい」等の研修回数・継続についての記載が最も多かった。次に、

「研修を実際の坑内掘り炭鉱で行って欲しい」「研修日数を延ばして、理論より実

技を多くしたほうがいいと思う」等の講義方法についての記載が多かった。 

また、「機器・装置をもっとたくさん見せて、説明して欲しい」等の研修内容に

関するもの、「参加者たちの理解度を向上させるためには、研修時間を延ばして欲

しい」等の研修時間についての意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-32 最終アンケートまとめ(自由に要望等) 

研修回数・継

続について
24%

講義方法につ

いて
19%研修内

容につ

いて
14%

研修時間に

ついて
11%

お礼
11%

その他希望
21%

自由に要望等を記入
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今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれ

だけ増えたと思いますか？研修前を100％として記

入してください。
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（１４） 理解度確認試験 

 各研修の最終日に、研修生の理解度を把握するための理解度確認試験を実施。 

試験方法は、選択式と記述式から設問で構成。設問内容は、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。試験問題は、第 1問から第 5問まで

保安技術、第 6問は通気技術、第 7問は炭鉱開発技術、第 8問と第 9問は選炭技術

について出題。以下、図 1.3-33 試験問題を示す。 

         図 1.3-33 試験問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理解度確認試験 

 

１．露天掘りと比較視して、坑内掘り炭鉱の特徴(長所、短所等)について、5 つ書け 

 

 

 

 

 

 

２．坑内にて起こる可能性がある重大災害を３つ挙げて、その内容を簡単に書け 

 

 

 

 

 

 

３．坑内採掘技術を二つ挙げよ。 

 

 

 

  

４．危険予知でヒューマンエラーの防止の手法と内容を線で結んで下さい。 

・危険予知訓練 ●    ●よい人間関係を作る（御安全に） 

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

等エラーが災害、負傷に結びつかないようにする 

・ヒヤリハット報告 ●    ●危険に対する感受性高める 

・挨拶運動 ●    ●個人の成長、価値観の育成 

・改善運動 ●    ●失敗情報の共有化  

・安全小集団活動 ●    ●注意の喚起 

 

 

５．坑内掘り炭鉱に予想される鉱害（環境影響）を 2 つ挙げよ 

 

 

 

 

 

６．通気の重要な目的を 3 問答えなさい。 

 

 

 

7．プロジェクトの評価の方法を 3 つ挙げよ 

 

 

 

8．選炭で出来る事を３つ記せ 

 

 

 

 

9．選別機の種類を 3 つ記せ 

 

 

 



 

151 

     

写真 1.3-1 危険予知訓練と指差故障研修風景       写真 1.3-2 通気網解析技術講義風景 

(平成 28年 9月 29日 10時:バンカブリトゥン大学)     (平成 28年 10月 5日 13時:アカミガス高等専門学校) 

 

      

写真 1.3-3 ガス炭じん爆発事例講義風景           写真 1.3-4 通気観測技術研修風景 

(平成 28年 10月 12日 15時:スリウィジャヤ大学)        (平成 28年 11月 9日 11時:パダン大学) 

 

  

        写真 1.3-5 選炭技術研修風景           写真 1.3-6 開講式研修風景 

     (平成 28年 11月 17日 10時:パダン大学)   (平成 28年 11月 22日 8時:サワルント市地域社会短期大学) 

 

  

    写真 1.3-7 インドネシア鉱山法講義風景           写真 1.3-8 採掘技術講義風景 

 (平成 28年 12月 5日 9時:ランブンマンクラット大学)   (平成 28年 12月 14日 13時:バンドンイスラム大学) 
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  写真 1.3-9 ガス炭じん爆発事例講義風景        写真 1.3-10 インドネシア鉱山法講義風景 

  (平成 29年 1月 19日 8時:ムラワルマン大学)     (平成 29年 1月 24日 10時:アディタマスラバヤ工科大学) 

 

  

 写真 1.3-11 インドネシア鉱山法講義風景         写真 1.3-12 採掘保安技術講義風景 

 (平成 29年 2月 6日 9時:トリサクティ大学)      (平成 29年 2月 13日 15時:UPNベテラン大学) 
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（１５）  研修実績一覧（表 1.3-37 選炭環境チーム） 

 

 

  

研修項目 細目 内 容 期 間 研修生数 

選 炭 環 境

保安研修 

保安技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通気保安技術 

 

 

 

 

 

炭鉱開発技術 

座学 

 

重大災害防止技術指導 

(坑内火災防止技術、ガス

炭じん爆発防止技術、自然

発火防止技術) 

災害事例教育指導 

 

 

 

 

通気技術指導 

 

 

 

 

 

鉱山設計技術指導 

バンカ・ブリトゥン大学 

9/26 - 9/29 

アカミガス高等専門学校 

10/4-10/7 

スリウィジャヤ大学 

10/10-10/13 

パダン大学 

11/7 - 11/10 

パダン工業技術大学 

11/14 – 11/17 

ｻﾜﾙﾝﾄ市地域社会短期大学 

11/22 - 11/24 

ランブンマンクラット大学 

12/14 - 12/16 

バンドンイスラム大学  

12/13 - 12/16 

ムラワルマン大学 

1/16 - 1/19 

トリサクティ大学学 

1/24 - 1/26 

トリサクティ大学 

2/6 - 2/9 

ベテラン大学 

2/13 – 2/16 

40 

 

55 

 

32 

 

58 

 

40 

 

65 

 

37 

 

56 

 

38 

 

49 

 

40 

 

45 

選炭技術 

 

選炭工場管理技術 

石炭品位管理技術 

バンカ・ブリトゥン大学 

9/26 - 9/29 

アカミガス高等専門学校 

10/4-10/7 

スリウィジャヤ大学 

10/10-10/13 

パダン大学 

11/7 - 11/10 

パダン工業技術大学 

11/14 – 11/17 

ｻﾜﾙﾝﾄ市地域社会短期大学 

11/22 - 11/24 

ランブンマンクラット大学 

12/14 - 12/16 

バンドンイスラム大学  

12/13 - 12/16 

ムラワルマン大学 

1/16 - 1/19 

トリサクティ大学学 

1/24 - 1/26 

トリサクティ大学 

2/6 - 2/9 

ベテラン大学 

2/13 – 2/16 

40 

 

55 

 

32 

 

58 

 

40 

 

65 

 

37 

 

56 

 

38 

 

49 

 

40 

 

45 
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2. 技術移転状況の確認 

 

2.1 評価方法 

 評価はチェックシート方式及び理解度確認試験にて把握した。 

チェックシート方式では、指導員が研修項目ごとに５段階評価（評価は 5：良く出来た、

4：出来た、3：普通、2：余りできなかった、1：できなかったの 5段階評価）で研修生に対

する評価を実施し、動機付けの評価については、チェックシート内の積極性(やる気)、研修

態度の項目を評価データから分析することとした。 

また、各技術項目の理解度評価については、理解度確認試験を実施することで把握した。 

 

2.1.1 チェックシート方式 

チェックシートは、指導員が担当技術項目ごとに作成し、テーマごとに 1枚のチェックシ

ートでまとめた。チェックシートには指導員からの研修生に対する評価が記載され、全体で

の総合点、更には平均点の点数をまとめた。 

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

 

表 2.2-1 チェックシートの例 

 

 

2.1.2 理解度確認試験 

 各技術項目別に理解度を確認する筆記試験及び実技試験を行い、100点満点で達成度は 80

点以上とすることとした。 

 

炭鉱名 　　GDM 炭鉱

実施項目 　　保安技術：鉱山救護隊

研修期間 平成29年2月10日 5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 電気
39才 32才 29才 33才 32才

座学教育 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
26 26 26 26 26

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

炭鉱名 　　GDM 炭鉱

実施項目 　　保安技術：鉱山救護隊

研修期間 平成29年2月10日 5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 電気
39才 32才 29才 33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 5 5 4 4
4 5 5 4 4
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
34 36 36 34 34

4.3 4.5 4.5 4.3 4.3

研修内容評価点 4.4

酸素ボンベ取替え

担架使用しての罹災者搬送

歩行訓練

鋸引きの訓練

積極性（やる気）

態度

合計

個人点数

研修内容 項目

名前

組立着装

煙探検

合計

個人点数

研修内容評価点 4.3

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）

態度

研修内容 項目

名前
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2.2 評価結果 

 

(1) 研修生に対する動機付け評価 

チーム別 研修生に対する動機付け評価 

東カリマンタン

チーム 

 

 

採鉱・救護隊技術指導員 5名、機械技術指導員 3名、電気技術指導員

2 名、選炭指導員 1名により､各技術について専門分野別に GDM炭鉱従

業員等 1,152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 4.7、達成率 94%]

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 1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 AICJ炭鉱従業員等 707名を対象に坑

内外において座学及び実技研修指導を実施した。動機付けに関して研

修生の積極性[評価点 5.0、達成率 100%]及び研修態度は[評価点 

5.0、達成率 100%]となった。 

選炭環境保安チ

ーム 

 

選炭環境技術指導員 1名、採鉱保安技術指導員 3名及び短期指導員 1

名により､大学等で 1,110名の研修生に対してセミナー形式の研修を

実施した。坑内掘り炭鉱の保安技術研修については全員初めて受講す

る研修生であり、動機付けに関して研修生の積極性[評価点 4.6、達

成率 92%]及び研修態度は[評価点 4.4、達成率 88%]となった。 

 

(2) 理解度に対する評価 

チーム別 研修生に対する理解度確認試験評価 

東カリマンタン

チーム 

 

各技術について専門技術項目別に、先山以上を主体として延べ 96名

の研修生を対象として理解度確認試験を実施し採鉱技術[89点]、運搬

技術[87点]、機械技術[85点]、電気技術[88点]、保安技術[66点]、

通気技術[100点]、炭鉱開発技術[90点]、選炭技術[87点]、全技術の

平均点[86点]となった。 

西スマトラチー

ム 

 

 

各技術について専門技術項目別に、先山以上を主体として延べ 24名

の研修生を対象として理解度確認試験を実施し採鉱技術[90点]、運搬

技術[100点]、機械技術[98 点]、電気技術[98点]、保安技術[93

点]、通気技術[96点]、炭鉱開発技術[100点]、全技術の平均点[96

点]となった。 

選炭環境保安チ

ーム 

 

1.3.1において、6)理解度試験結果及び(14) 理解度確認試験全体まと

めに記載している。5点満点評価で保安技術 4.2点、通気保安技術

4.9 点、炭鉱開発技術 3.1点、選炭技術 4.5点となった。 

 

※評価点数はチェックシートにある「研修内容評価点」を、達成率は評価５を１００％とし、評価点数を２倍して％表

示している。 

※技術項目別評価は、表 2.2-1、表 2.2-2、表 2.2-3を参照。 
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表 2.2-1 東カリマンタンチーム 

研修項目 目的・目標 研修効果 

採

鉱

技

術 

 

掘進機運転技術 掘進機運転技術の向上を図る。 北斜坑：RH による上段切削時、コンベア停止時の上段切削を習

得し、切削作業の時間短縮が出来た。また、天井ベタ成木時の切

削操作を指導し、堅固な当付け出来る切削が出来るようになっ

た。下盤切削では、機械各機能を活かした下盤切削方法を指導し

た結果、坑道高さを確保、後方への残硬が少なくなった。［評価

4.2、達成率 84%］ 

南斜坑：天井不良時の RH操作切削方法を指導した結果、天盤崩

落防止技術を習得した。また、下盤切削方法を指導した結果、坑

道傾斜に沿った、切削が出来るようになった。SDL運転操作では、

操作手順等の指導の結果、坑道高さ確保の盤打ち、盤浚えが出来

るようになった。［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。 北斜坑：掘進施枠作業では、坑道傾斜に沿った枠立前、枠前突き

とならない方法を指導した結果、主要坑道としての堅固な坑道と

なった。またこれにより、後方成木折れの防止ににもなった。［評

価 4.1、達成率 82%］ 

南斜坑：刎成木入れのし易い当付け方法を指導した結果、早期刎

成木が出来、良い当付けが出来るようになった。先受け時のポカ

ール鋼固めの重要性、諸器具を使用した固め、締上げ、切張入れ、

及び枠立前方法等を指導した結果、堅固な坑道作りになった。ま

た、雨個所での密な天井当付け方法の指導の結果、水漏れが減少

した。［評価 4.1、達成率 82%］ 

掘進付帯作業のトラフ延長、トラフ通りの直線化においては、ト

ラフ延長手順、チェーンつなぎ方法等指導した結果、指導通り確

実に出来るようになった。［評価 4.1、達成率 82%］ 

保坑技術 荷抜き、当付け、間枠入れ、成

木差し替え、枠脚立前修正等及

び盤膨れ防止の水処理の技術

の向上を図る。 

坑道維持のため、各保坑技術の実技指導により、主要坑道の維持

管理技術を習得した。また、適切な設置個所での溝割り、バック

作りと板加工による、側溝作りが出来るようになった。［評価

4.1、達成率 82%］ 

運

搬

技

術 

 

パンツァーコン

ベア（PC）管理技

術 

PC新設・撤去、日常点検、故障

復旧技術、部品整備、予備品管

理等について技術向上を図る。 

ドライブトラフ及び減速機等の部品整備、チェーン及びオフサイ

ド取り替え等の日常管理、終端トラフの改善等の故障対策が出来

るようになった。 [評価点：4.8、達成率96%] 

ベルトコンベア

（BC）管理技術 

南斜坑の BC 点検方法、運転管

理、部品整備、延長、動力計算

等について技術の向上を図る。 

ベルトの動力計算方法を理解し、日常点検、運転管理が出来るよ

うになった。また、現場で中間部フレーム、キャリア台取り付け、

ベルト通り修正、試運転時のベルト修正を行ったことで BC延長

の技術を習得した。 [評価点:4.5、達成率:90%] 

ホイスト管理技

術 

ホイストの設置方法、運転操

作、維持管理、軌道管理、動力

計算等について技術の向上を

図る。 

ホイストの据え付け、巻揚機の動力計算、運転操作の指導により、

ホイストによる軌道運搬について理解した。[評価点：4.8、達成

率：96％] 

軌道間隔及び両レールの水準は良く守られ、車道敷設技術を習得

した。［評価 4.3、達成率 86%］ 

機

電

技

術 

排水技術 ポンプ座計画、水処理方法、ポ

ンプ及びバック管理、ポンプの

整備等について技術の向上を

図る。 

主要ポンプ座計画について理解し、掘進箇所の水処理、バック及

びポンプ管理、水中ポンプの点検整備、自然流下による集水、バ

ケットコンベアによる粉炭処理が出来るようになった。[評価点：

4.4 、達成率 88%] 

RH メンテナンス

技術 

RHの日常点検整備、故障対策、

予備品管理、部品整備等につい

て技術の向上を図る。 

RH2号機の異音点検、取り替え後の試運転及び故障復旧、故障原

因調査を指導し、RHのメンテナンス技術が向した。RHの日常管

理、部品整備、予備品管理が出来るようになった。[評価点：4.8 、

達成率 96%] 

各種機器の整備

技術 

コンプレッサー、主要扇風機の

設置等について技術の向上を

図る。 

圧縮空気機械の座学指導により、コンプレッサーについて理解し

た。[評価点：4.7、達成率：94％] 

主要扇風機の設置技術を習得した。[評価点：4.4、達成率：88％] 
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坑外電気設備管

理技術 

高圧を坑内電気室まで送電す

るための電気設備の新設を指

導し技術の向上を図る。 

坑外発電所に昇圧トランスを設置接続研修指導し理解を得た。ま

た高圧の配電函の接続及び送電を指導し理解を得た。 

主要扇風機、予備扇風機の設置接続運転を指導し理解を得た 

[評価点：4.5、達成率：90％] 

RH メンテナンス

技術 

日常点検整備、故障対策等のメ

ンテナンスの技術の向上を図

る。 

日常点検・定期点検並びに機器の整備・改善指導、RHの、各モー

ターの絶縁測定、動力ケーブル点検、制御盤内点検、リレー、操

作ケーブルの点検、切削モーター箱点検等の指導、RH 電源ケー

ブ延長接続の指導し理解を得た[評価点：4.6、達成率：92％] 

坑内電気設備管

理技術 

坑内高圧電気室新設、局扇新

設、ガス、局扇の保安装置等を

指導し技術の向上を図る。 

坑内電気室新設、機器搬入、据付、高圧及び低圧の接続、高圧送

電、相合わせ等について研修指導し理解を得た。局扇、ガスより

インターロック等研修指導し理解を得た。PC,BCの接続及び保護

装置の設定及び連動・単独の配線、操作方法等について研修指導

し理解を得た。[評価点：4.6、達成率：92％] 

各種機器整備技

術 

坑内外で使用する電気機器の

点検整備を指導して技術の向

上を図る。 

200A,45KW,15KW 電磁開閉器の点検・動作試験、SDLの制御内部点

検整備、250HPコンタクターの接触子整備を指導し理解を得た。

防爆機器の保守管理を理解した。[評価点:4.5、達成率:90%] 

保

安 

技

術 

保安管理技術 

 

坑内保安管理についての意識

向上を図る。 

座学により、重大災害防止、管理者の保安管理、規則厳守等を指

導した結果、その重要性を良く理解し、意識向上が図られた。ま

た、実技指導として、天井側壁の点検を指導した結果、器具によ

る打診点検、浮き硬落としが良く出来るようになった。［評価

4.6、達成率 92%］ 

救護隊技術 救護隊技術、救急法技術の向上

を図る。 

救護隊の使命、災害時の救護隊の行動、作業等を座学、実技訓練

により、基礎的な知識を習得させた。鉱山救急法の重要性、人命

救助等、座学、実技指導により、その基礎的な技術を習得させた。

［評価 4.3、達成率 86%］ 

通

気

技

術 

通気管理技術 通気管理技術の向上を図る。 主要扇風機設置、通気変更に伴う風門作り、漏風止めの指導の結

果、最小限の漏風防止ができ、坑内作業環境が更に改善された。

また、ガス測定方法の指導結果、天井際までのガス測定が良く出

来るようになった。［評価 4.4、達成率 88%］ 

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、回し枠部の枠間の設定法を習得した。 

中心線、腰線について指導した結果、研修生（先山）で指導が出

来る様になった。トラバース測量においては、併合誤差、併合比

の算出法が理解できる様になった。実技においては、測点の誤差

修正、機器の据付け方が上達し精度が上がった。［評価 4.3、達

成率 86%］ 

選

炭

技

術 

 

選炭設備管理技

術 

クラッシング設備及び船積み

設備の設備管理技術向上を図

る。石炭選別、品質管理技術の

向上を図る。 

各設備の構造及び機能が理解され機器の調整等が出来ると共に、

運転手順に沿った点検及び運転管理が出来るようなった。選炭技

術全般についても石炭選別の必要性及び石炭品質管理について

も理解した。[評価 4.5、達成率 90%] 

廃水処理設備管

理技術 

廃水処理設備の維持管理技術

の向上と廃水処理法の技術向

上を図る。 

廃水試料採取及び流量測定と記録については、総合排水口と坑内

水揚水個所の二箇所にて現場研修指導を行い各担当者で行なえ

るようになった。廃水設備も整備が進み豪雨に対して対応出来る

ようになった。坑内水用沈殿池設置法及びシックナー、サイクロ

ン等の回収設備について研修を行った事から廃水処理が出来る

ようになった。[評価 4.1、達成率 82%] 

環境技術 坑外での環境技術の向上を図

る。 

ボタ捨場管理法座学で、集積場の崩落よる危害、流水による廃水

の汚濁の原因になる事が理解した。貯炭場管理においても防塵対

策、消火設備及び廃水設備の重要性を理解した。今回の研修で各

所の騒音測定をする事が出来るようにり、騒音の大きい発電機室

等に耳栓使用の掲示板の設置をすませた。[評価 4.2、達成率 84%] 

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%］ 
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表 2.2-2 西スマトラチーム 

研修項目 目的・目標 研修効果 

採

鉱

技

術 

採炭技術 ・現場状況を加味した空木組み

の間隔を規格化させる。 

・空木組みの間隔は現場状況を加味した作業規格を作成させる

こととなった。[評価 4.3、達成率 86％] 

沿層掘進技術 ・昇り傾斜坑道の先受け法、成木

当付け法、木枠の端部の切り込み

方、足場活用技術を習得させる。 

 

・木枠の腐食対策及び腐食に関

する定量的な知識を理解向上さ

せる。 

・厚層の採掘法及び単鉄柱の掘

進坑道での使用法等についての

理解を向上させる。 

 

・昇り傾斜坑道の先受け材には所定の位置に釘を打ち、載せた

木梁が手前に滑らないように改善させ、刎ね成木の位置入れ替

え、木枠の端部は梁と脚の合わせ目を密着させ、採掘した石炭

を足場に活用する技術を習得させた。 

・木枠の腐食に対する定量的な知識理解を向上させるととも

に、木枠の点検チェックを採掘跡近傍付近及び断層付近は特に

入念に行い、成木取り替えの技術を習得させた。 

・厚層採掘法についてスクウェアセット法を含め種類による長

所短所について、及び単鉄柱の上柱を溶接して掘進坑道の鉄脚

として使用する方法等についての理解を向上させた。 

[評価 4.2  達成率 84％] 

運

搬

技

術 

運搬技術 ・ホイストロープのコース元の

端止め効果の理解と技術を向上

させる。 

・ホイストロープの袋コースの安全性を理解させ端止め技術も

向上させた。 

[評価 4.2 、達成率 84%] 

・生産増に伴いワイヤーロープ

の管理技術を理解させる。 

・ワイヤーロープの取替基準で摩耗、変形状態についてロープ

の測定方法と記録簿作成の重要性を理解させ、測定技術を向上

させた。[評価 4.2 達成率 84%] 

・ベルトコンベヤ維持管理技術

でメンテナンス作業の効率改善

の重要性を理解させる。 

・ベルトコンベヤの保守管理で故障を少なくする対策としてベ

ルト管理の心得と注意事項、ベルト運転中の故障原因を取り除

くことを理解させた。{評価 4.1、達成率 82 %] 

・坑内運搬関連の改善について

理解させる。 

・炭車の扉止めピン取り付けで漏炭防止させ、箱止め場所と設

置方法によっては大事故になる事を理解させた。 

またホイスト運転の心得、注意事項、各所点検でホイスト管理

を理解させ運搬設備の管理技術を向上させた。 

[評価 4.3、達成率 86 %] 

機

電

技

術 

機械技術 ・坑道延長の為 30 馬力メンテナ

ンス技術を向上させる。 

・AICJ炭鉱の坑道延長の為、大型ホイスト巻きが必要な時期に

なっているために分解準備、分解前の状況確認してブレーキか

ら遊星ギャー部分解手入れ組立、試運転指導をして大型ホイス

トのメンテナンス作業の技術を向上させた。 

[評価 4.2、達成率 84%] 

・5.5kw、2馬力ポンプメンテナン

ス技術を向上させる。 

・坑内水排水増加に対しポンプの増設が必要なため故障原因、

揚水不足電気的なものかの判断基準等を理解させ、手入れ組立

のメンテナン技術も向上させた。[評価 4.3、達成率 86%]  

・ホイストのトラブル対応対策

の技術を向上させる。 

・トラブル発生時の対策として原因調査と分解手入れ点検時の

ポイントを各部品ごとに分解と点検、不良品、キズの状況確認

等行い交換又は補修手入れについて理解させ、組立は各部品の

かみ合いなど調整しながら組立て、トラブルに対応出来る様に

させ技術を向上させた。[評価、4.5達成率 90%] 

電気技術 ・電気設備、機器の選定、電力負

荷、電力力率改善方法、電気設備

運用技術等の知識向上と技術を

習得させる。 

・75KW 主扇起動盤製作技術とメ

ンテナンス技術を習得させる。 

 

・ホイスト整備技術とメンテナ

ンス技術を習得させる。 

 

・水中ポンプの整備技術及びメ

ンテナンス技術を習得させる。 

・電気設備の維持管理、設備の有効利用、設備の改善等に対す

る理解を深めさせ、設備維持管理に対する技術を習得させた。 

・電気災害防止に努めながら各電気機器設備の改善等理解を深

めさせ、設備維持管理に対する技術を習得させた。 

・75KW主扇起動盤の製作技術を中心に技術指導し、起動盤内使

用機器の動作、機能等を理解させ、十分な起動盤製作技術を習

得させた。 

・11KW ホイストモーター分解整備技術及び 30 馬力ホイストの

整備技術(測定、手入れ、ベアリング交換等)、メンテナンス技

術を理解習得させた。 

・水中ポンプ(2馬力、5.5KW)のモーター測定、簡易揚水試験等

の技術、メンテナンス技術を習得させた。 
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・坑内外電気機器のメンテナン

ス技術を習得させる。 

 

・ベルトコンベアの維持管理の

意識向上と起動方の技術習得を

させる。 

・ベルトコンベアのメンテナン

ス技術習得をさせる。 

・坑内外電気機器、坑内照明機器等の整備技術を習得させた。

特に防爆機器のケーブル接続部の処理についても指導、理解さ

せ技術習得させた。 

・ベルトコンベア維持管理に対しての意識を向上させ、起動盤

の製作技術を習得させた。 

・ベルトコンベアのメンテナンス技術習得と、技術レベル向上

のために、スリップリレー、解除スイッチ、レベルスイッチ、

片寄りスイッチ、煙検知器等の保安装置の接続方法、及び取付

方法等の指導を行い技術を習得させた。 

[評価 4.8 、達成率 96％] 

保

安 

技

術 

坑内保安技術 ・ガス爆発防止のための坑内保

安パトロール等の重要性を理解

向上させる。 

 

 

・炭車に関する事故防止対策に

ついて理解を向上させる。 

・ガス測定、照明灯のチェック、適正風量の確保等のチェック

を重点に坑内保安パトロール等を実施する重要性を最初座学

において理解させ、その後坑外より風管通気している AICJ坑、

主要扇風機通気している AIC坑 C層において坑内保安パトロー

ル等を行い、更に理解を向上させた。 

・炭車に関する事故防止対策は改善できるところから早急に実

施する方法について、炭車手押し区間にはホイストを設置させ

理解を向上させた。 

[評価 4.2  達成率 84％] 

通

気

技

術 

通気管理技術 ・仮遮断を規格化させる。 

・AICJ 坑の通気量確保対策を理

解させる。 

・戻り風を使用する通気法にお

ける必要な対策について理解さ

せる。 

・光干渉式ガス検定器の測定と

管理法を理解させる。 

・漏風防止、自然発火防止のため、仮遮断を規格化させた。 

・今後の坑道展開によるが、当面 4台の局部扇風機で通気確保

し、風管通りを作る等の風管断面確保に努めることとさせた。 

・戻り風を掘進箇所に使用する際は通気係の増員、局部扇風機

のインターロック機構を備える必要性を理解させた。 

 

・光干渉式ガス検定器の 0点調整法、ガス読み取り法、管理法

に関する理解を向上させた。 

[評価 4.1 、達成率 82％] 

通気網解析技術 ・11kw 扇風機使用の通気解析技

術を理解させる。 

・通気網解析に現場通気測定が

重要であることを理解させる。 

・11kw扇風機を並列で吹き込む場合の通気解析技術は演習問題

を解かせることで理解させた。 

・通気網解析の抵抗値を決めるには、実際に現場で通気測定す

ることが重要であることを理解させた。 

[評価 4.0  達成率 80％] 

炭

鉱

開

発

技

術 

鉱山設計技術  ・AICJ 坑 B 層において断層を考

慮し、揚炭を加味した通気施設配

置を理解させる。 

・AICJ 坑 C 層の採掘計画図の問

題と対策及び埋蔵量の少ない区

域の採掘計画作成について理解

を向上させる。 

・炭層傾斜が急になるので、炭車方式で揚炭する計画を作成で

き、通気施設は一輪車による運搬に風門が障害にならない方法

を理解させた。 

・AICJ坑 C層の採掘計画図は炭層の傾斜、通気計画等を考慮し

対策をたて修正する方法について、また、埋蔵量の少ない区域

の採掘計画作成について理解を向上させた。 

[評価 4.2 、達成率 84％] 

近

隣

炭

鉱

従

業

員

等

研

修

指

導 

 

通気技術 ・ガス、炭じん爆発の防止技術を

理解させる。 

・ガス、炭じん爆発の防止の技術の基礎的な知識を理解させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

採鉱技術 ・機械化採炭、掘進技術の基礎を

理解させる。 

・機械化採炭と掘進技術についての基礎的な知識を理解させ

た。[評価 4.3、達成率 86％] 

保安技術 

 

・じん肺防止について防じんマ

スク着装の重要性を理解させる。 

・救護隊が使用する酸素呼吸器

等の着装知識を理解させる。 

・浮遊炭じんの吸引防止のために防じんマスク着装が重要なこ

とを理解させた。[評価 4.3、達成率 86％] 

・酸素呼吸器等の着装に関する基礎的な知識を理解させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

選炭技術 ・重液選炭ほ基礎的な知識を理

解させる。 

・重液選炭の原理についての基礎的な知識を理解させた。 

[評価 4.3、達成率 86 ％] 

運搬技術 ・ワイヤーロープのロングスプ

ライス技術を理解させる 

 

 

・坑内エンドレス巻きに使用する 18 ㎜ロープの長さによりロ

ープの延長ができ、ロープ径の 600～1000倍の長さがあればロ

ープの延長ができる様なロングスプライス技術があることを

理解させた。[評価 4.3、達成率 86％] 
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. 炭鉱運搬設備の種類と能力を

指導し運搬設備の知識を向上さ

せる。 

. 運搬の重要性と各運搬設備の仕様.能力.便利効率を理解さ

せ運搬設備の知識を向上させた。[評価、達成率 86  ％] 

機械技術 ・ポンプのメンテナンス技術を

理解させる。 

 

. 炭鉱機械設備の種類と作業能

率、仕様を理解させ機械設備の知

識を向上させる。 

.・水中ポンプ 5.5kw ポンプメンテナンス時の分解手入れ、部

品の交換状態の症状、補修箇所と補修手入れの注意事項等を理

解させた。[評価 4.3、達成率 86％] 

. 各機械施設の仕組み.能力.役割等を指導し炭鉱機械設備の理

解と機械に対しての知識を向上させた。             

  [評価 4.3、達成率 86 ％] 

電気技術 ・防爆電気機器の維持管理技術

を理解させる。（１回目） 

・坑内ケーブルの接続規格及び

接続技術を理解させる。 

・電気災害実例集より理解させ

る。 

・坑内で爆発に遭遇した時の心

得を理解させる。 

・ホイスト信号装置技術を理解

させる。 

・パイプ式函逸走防止装置技術

を理解させる。 

・坑内通信設備技術を理解させ

る。 

・集中監視制御通信システムの

必要性を理解させる。 

・防爆電気機器の必要性と機器の維持管理の重要性を理解させ

た。 

・坑内ケーブルの接続規格を理解させ、ケーブルの接続技術を

実技で紹介し、技術面でも理解させた。[評価 4.0、達成率 80 ％] 

・電気災害の実際例を紹介して電気事故や怪我等しないよう電

気災害等を理解させた。 

・万が一坑内で爆発に遭遇した時の心得と対処方法を理解させ

た。［評価 4.0、達成率 80％］ 

・ホイスト装置の、信号装置の重要性を認識させ、信号機器、

図面等を理解させた。 

・運搬災害に対する認識を高め、逸走防止器の重要性を認識さ

せ理解させた。 

・坑内での通信手段に対する意識を向上させ、通信設備技術を

理解させた。 ［評価 4.0、達成率 80％］ 

・監視、制御、通信装置技術の説明及び、実際の導入事例を紹

介し、集中監視制御通信システムの技術を理解させた。 

［評価 4.3、達成率 86％］ 
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表 2.2-3 選炭環境チーム 

研修項目 目的・目標 研修効果 

石

炭

保

安

技

術

研

修

、

石

炭

分

析

研

修

及

び

選

炭

環

境

技

術

研

修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安技術 坑内巡回検査における保安確

保のための点検事項及び危険

予知技術､重大災害防止技術及

び災害事例教育の研修を実施

し、保安技術の啓蒙普及を行

う。 

555 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 4.2、

正答率 84％]。 

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。 

555名の研修生に対して研修を実施。 チェックシートに基づく結

果[評価 4.7、達成率 94%]。理解度確認試験の結果[評価 4.9、

正答率 98％]。。 

炭鉱開発技術 

 

鉱山設計技術の研修を実施し、

炭鉱開発技術の啓蒙普及を行

う。 

555 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 4.3、達成率 86%]。理解度確認試験の結果[評価 3.1、

正答率 62％]。 

選炭技術 

 

 

選炭工場管理技術及び石炭品

位管理技術の研修を実施し、選

炭技術の啓蒙普及を行う。 

555 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 4.4、達成率 88%]。理解度確認試験の結果[評価 4.6、

正答率 92％]。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理解度試験結果まとめ 
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（３） インドネシア側における評価 

 2017年 2月 22日に HRDCGMCで開催された成果報告会の席上において、HRDCGMCユディ部

長より、「石炭はインドネシアでは重要な資源であり、日本側も安定的な供給が必要とされ

ている。インドネシアは露天掘りだが、長期安定供給のためには、坑内掘りに移行するため

日本の技術が必要である。本事業はエネルギー政策面、人材養成で重要な位置づけである。

研修事業の内容は広く関係者に普及させる必要があり、インドネシアに不可欠」との評価が

あった。 

また、選炭環境保安チームがアカミガス高等専門学校での保安研修を開催した際、地元紙

のパレンバンエクスプレス紙（2016年 10月 6日付）にて、以下の報道がなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「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、このチャンスを設けたインドネシアエネルギー鉱物資源省地質鉱物石炭人材開発センターに感謝し

た。」 

 

パダン工業技術大学での保安研修開催時にも、地元紙のパダンエクスプレス紙（2016年

11月 15日付け）で同様の報道がされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この他に、サワルント市地域社会短期大学での保安研修開催時の状況が、サワルント・

ハルワン紙（2016 年 11 月 24 日付け）に掲載されるとともに、バンドンイスラム大学、

ランブンマンクラット大学、パダン工業技術大学、アカミガス高等専門学校、ムラワルマ

ン大学等の大学ホームページにも保安研修開催の記事が掲載されている。 
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Ⅲ まとめ 

 

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

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

実施するとともに炭鉱現場での実地研修を実施した。 

 今年度は技術移転状況の確認として研修生の評価方法に理解度確認試験を取り入れ、研

修生の理解度の向上に努めた。 

また、研修対象となる業務については事故を起こさない、起こさせないよう保安確保に心掛

けた。 

本事業が、インドネシアにおける石炭生産の安定に繋がるとともに、ひいては我が国への

安定的な石炭供給に寄与することを期待する。
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