
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成２９年度産炭国に対する石炭採掘・保安に関する技術移転事業 

のうち海外派遣研修業務（インドネシア） 

 

委託業務報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成３０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２９年度産炭国に対する石炭採掘・保安に関する技術移転事業のうち海外派遣研修業

務（インドネシア） 

 

本事業は、今後、露天掘りから坑内掘りへの移行が見込まれるインドネシア共和国を対

象に、我が国の炭鉱技術者等を派遣し、現地の炭鉱技術者等に優れた石炭生産・保安技術

の移転を行うことで、我が国の石炭資源の安定的な供給確保に繋げるものである。 

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

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

術、機電技術、保安技術、炭鉱開発技術及び選炭技術等の研修を実施するとともに、行政

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

た。本事業の実施により、研修実施炭鉱が、インドネシアにおける坑内掘りのモデル炭鉱

として、人材の育成・技術普及に貢献することが期待される。
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Ⅰ 事業の概要 

 

1. 事業件名 

  平成 29年度産炭国に対する石炭採掘・保安に関する技術移転事業のうち海外派遣研修

業務（インドネシア） 

 

2. 事業の目的及び内容 

 （１）事業の目的 

本事業は、海外産炭国に対して、我が国の優れた石炭生産・保安技術の技術移転

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。 

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。 

 

（３）実施期間： 平成 29年 5月 9日～平成 30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



 

4 

1.1 東カリマンタンチーム 

インドネシア共和国エネルギー鉱物資源省エネルギー鉱物資源人材開発庁 地質・鉱

物・石炭人材開発センター（Human Resources Development Center for Geology,Mineral 

and Coal）（以下、HRDCGMCとして記載））が東カリマンタン地区の研修場所として選定した、

グルバン・ダヤ・マンディリ（GDM）炭鉱において、現地指導を実施した。 

 

1.1.1 研修実施炭鉱の概要 

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

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

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

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

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

 

図 1.1-1 GDM炭鉱位置図（出所：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、露天掘り採掘を休止した。その後 2017年

より生産を再開している。 

坑内掘開発は、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盤側壁のセメント
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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月より掘進を開始した。 

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

おり、掘進長は北第一斜坑 510.9m、北第二斜坑は 293.6m(海面より-115.7m)、南第一斜坑

513.7m、南第二斜坑 312.0m(海面より-118.4m)であり、目貫等を含め総計で 1845.8m(2月 13

日現在)となっている。岩石切削による付着ぼたによりチェーンコンベアの故障が多発して

いたため、ミニベルトコンベアを開発導入し使用している。人員は 12月末現在で 171名で

ある。どちらの掘進箇所も炭層貫縫掘進を経験し、現状は南第二斜坑、北第二斜坑は全面岩

石である。少量ではあるが湧水があり、切羽が軟弱なため、保安第一で注意深く掘進中であ

る。現在まで実施した主な工事は坑外主要扇風機新設、坑内外電源高圧化、坑外自家発電設

備増強、南第二斜坑ベルトコンベアの新設延長、北第二斜坑ベルトコンベア新設、坑外大型

巻き新設による軌道運搬の開始等、今後の早期採炭開始を目指して坑内展開を実施してい

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) 掘進はロードヘッダによる機械化掘進 

5) 支保はルーフボルト及び鋼枠 

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

7) 揚炭はベルトコンベア及びチェーンコンベア運搬 

8) 機材はホイストによる軌道運搬 

以下に、図 1.1-2～5に GDM 炭鉱北側坑内計画図、採掘対象区域地質断面図、坑内現状図

（2018年 2月）、坑内掘進研修実績位置図を示す。 

 

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

 

 

 

 
図 1.1-4 坑内現状図（2018年 2月） 

 

図 1.1-5 坑内掘進研修実績位置図 
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(2）保安・生産 

露天掘り採掘を 2009 年 10 月から生産を開始して 2013 年 5月まで生産し、一時採掘

を休止していたが 2017 年に再開した。坑内展開は 2014 年 5 月から岩盤をロードヘッ

ダによる完全機械化掘進を実施している。表 1.1-1～2 に 2009 年～2017 年迄の GDM 炭

鉱全生産量推移表（年別）と 2014 年度～2017 年度の 12 月末までの GDM 炭鉱掘進推移

表（年度・月別）を示す。 

                    

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

年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014～

2016年 

2017年 計 

露天掘り 60,950 387,120 433,150 426,770 83,940 0 160,842 1,552,772 

 

表 1.1-2 GDM炭鉱坑内掘進推移表（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  

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  

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  

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

   

年度 2017年度 計 

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

掘進 48.0 16.5 14.5 55.0 137.0 93.0 92.0 43.5 61.5 49.7 23.3 - 634.0 

                                                     ※2017年度実績は 2018年 2月 13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ため、以下の項目

について重点的に研修を実施。 

〈採鉱技術〉 

①掘進技術：軟弱切羽における掘進機械運転技術、始業・終業点検、枠入れ、成る木の締め

上げ、直線化等の施枠等の指導 

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

天盤切り上げ等の荷抜き、当たり付け等の指導 

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

点検、規則の遵守等の指導 
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④通気管理技術：主要扇風機維持管理、ガス測定等のガス管理、風門維持管理等の指導 

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

のコンター（等高線）の作図、トランシットによる測量、トラバース測量及び計算等の指導 

⑥坑内設計技術：目抜きの巻立枠の設計等の指導  

〈運搬技術〉 

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

予備品管理等の指導、ベルトコンベア点検方法、運転管理、部品整備、予備品管理、延長、

動力計算等の指導 

②運転管理技術：坑内全般状況の把握、運搬災害防止対策等の指導 

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

持管理、軌道管理、動力計算等の指導  

〈機械技術〉 

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

導 

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

ル等の指導 

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

ット等の点検整備等の指導  

〈電気技術〉 

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

の維持管理、ケーブル接続、故障対策、改善技術等の指導 

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

ル等の指導 

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

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

試運転等の指導 

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

以下に、表 1.1-3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を示

す。 
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表 1.1-3平成 29年度東カリマンタンチーム研修日程及びカリキュラム 
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1.1.2 研修項目別事業実績 

(1)採鉱技術 

 1)掘進技術指導 

  目標の炭層に到達するためには炭層を貫縫し、湧水が発生し軟弱切羽となる。その軟

弱切羽における掘進機械運転技術、始業・終業点検、枠入れ、成る木の締め上げ、直線

化等の施枠等の指導を行い技術の向上を図る事を目標に実技指導を行った。 

ａ.北第二斜坑ロードヘッダ掘進実技指導 

① 研修場所 

      GDM炭鉱北第二斜坑  

② 研修内容 

北第二斜坑において掘進技術の実技指導を行った。実績として北第二斜坑は基

点 155.7m(9/25)から 293.6m(2/13)位置までの 137.9mの掘進長となった。 

軟弱切羽での日々の始業・終業点検として、施枠後の軟弱硬のはみ出しや間漏

れ等による当付けの乱れや緩みの点検及び湧水状況の点検等の強化を指導した。

また、軟弱切羽の状況に対応した材料の準備とロードヘッダの敷き込み等に使用

する坑木等の材料不足による作業能率低下等発生しないように、緊急材の確保も

兼ねて指導した。 

上段切削においては、軟弱切羽の天盤はく離を防止するために、二度に分けて

の切削を実施していたが、炭層の貫縫も終えて岩石掘進になった。軟弱切羽ではあ

るが、天盤においては良好な状態で支障がないと判断し、理想である素早く先受け

作業を終えることを念頭に、一度で切削し刎成から先受けをする一連の作業を現場

立会いのもとに指導した。 

下段切削では、卸傾斜に沿った下盤切削が出来るように、掻寄せとアウトリガー            

の調節方法と枠ガマ切削時のドラム下にある軟弱で粘土化した残硬を切削ドラムの

伸縮動作 5～6回の繰り返しにより、手前に引き寄せながら下盤の抵抗を軽減させて

切削ドラムを下げる方法を指導した。 

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

ロードヘッダによる硬流しにおいては、軟弱で湧水を含んだ切削硬を乾いた硬

と水を含んだ硬を混合し、硬質を均一化して流し易くするブレンディング方式を

実施した。また、硬と水量の割合を把握し、硬流しが可能な限界の水量をしっかり

見極めるように指導した。粘土化して固まった軟弱硬を掻寄せの正と逆運転によ

り、大硬を適度な大きさに分解してロードヘッダの第一コンベアの負荷を軽減さ

せる方法を指導した。 

ロードヘッダの自重と走行運動の繰り返しによる軟弱下盤を掘り込んでしまい、

走行が困難な状態になった。軟弱な下盤への有効な坑木の敷き込み（アウトリガ
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ー・クローラ下）により、本体の立て直しを図って、円滑な走行を確保する方法を

指導した。 

切削作業全体では、ドラムの回転と同時方向へのドラム旋回の先送りの運動に

より、切羽を押さえて切削し、軟弱切羽での大硬返りを軽減させる方法を指導した。      

           
写真 1.1-3ロードヘッダによる硬流し指導        写真 1.1-4 ロードヘッダ坑木敷き込み指導 

掘進切羽はチェーンコンベアによる運搬で掘進を行っていたが故障が多く発生

した。チェーンコンベア故障による能率低下を回避するために、ミニベルトコンベ

アを使用することになり、掘進現場としては、掘進機械の第二コンベアとミニベル

トとの落ち口の離隔がとれるように坑道の高さを確保し、スライド時にベルト通

りを規定の高さまで確実に整盤するように、また、載せ口（終端部）の漏硬掃除を

定期的に実施してミニベルトコンベア使用に適した掘進現場の環境作りを指導し

た。 

          
写真 1.1-5 ベルト終端先の整盤指導                写真 1.1-6載せ口漏硬掃除指導 

施枠作業の先受けにおいては、指定された坑道傾斜に沿った梁乗せとその傾斜

に合った梁の傾き及び前突きの調整方法を指導した。 

当付けでは、軟弱な天盤のはみ出しや間漏れを防止するために、天井ベタ成によ

る成木の裏込めを密にして当付けをする方法を指導した。 

     脚入れにおいては、梁の傾きに合った適切な脚元の位置と切張りを切って立前

を修正する方法を指導した。また、脚元は固い盤まで出して、高さを調整する場合

は下駄等のしっかりした材料を敷き込んで軟弱盤での枠下がりを軽減させる方法

を指導した。 

     当付けでは、軟弱な側壁のはみ出しや硬の間漏れを押える方法として壁側に板

を使用し、密に当付けをする方法を指導した。また、切張り入れにおいても、地圧

の力に対する応力に有効である上、中、下段の切張りの位置を基本に規格本数を入

れ、直線化に努めて軟弱切羽における強固な坑道作りに近付けるように指導した。 
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写真 1.1-7 先受け指導                    写真 1.1-8 脚入れ指導 

b.南第二斜坑ロードヘッダ掘進実技指導 
① 研修場所 

GDM炭鉱南第二斜坑 

② 研修内容 

南第二斜坑において掘進技術の実技指導を行った。実績として南第二斜坑は基点

152.5m(9/25)から 312.0m(2/13)位置までの 159.5mの掘進長となった。 

軟弱切羽におけるロードヘッダ運転操作においては、坑道の高さを確実に切削出

来るように、掻寄せとアウトリガーの調節方法と特に、枠ガマの切削時において、

ドラムの伸縮動作の使用方法に加え、手前の切削硬から順に掻き込んでドラムを規

定の高さまで下げて前進する方法を指導した。 

天井ベタ成の当付けが出来るように、梁上切削の間隔を通常よりも余計に切削を     

するように指導した。また、下段切削においても、脚元の進行幅を十分とってピッ

クを使わないように切削するように指導した。 

枠ガマ切削時の手順、枠ガマ部分だけを切削するのではなく、手前の盤を順番に

切削前進、手前コンベア停止での下段切削方法を指導した。 

前進する時の掻寄せ前部に掛かる抵抗を少なくするために、掻寄せの上げ下げの    

調整方法を指導した 

 

           

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

先受け作業においては、軟弱切羽の天盤を緩めない当付け固めと湧水箇所での間

漏れ防止として、天井ベタ成等の当付け方法及び切張入れの直線化を指導した。ま

た、施枠作業の中で最も重要である枠の締め上げを習慣付けさせるように指導した。

梁乗せ作業では、腰線掘進に沿った梁の施枠方法と梁の前突きのおいても手前の基

準となる枠より紐を導いて合せるように指導した。 

脚の立前修正では切ってある切張に合せないで、卸傾斜に合った脚元の位置と

各枠間に合った切張りを入れて調整するように指導した。 

軟弱な盤での枠の下がりを防止するために、しっかりした盤まで出してから脚



 

13 

元に下駄等の敷き込みの実施とペーシボルトの均等な締め込み方法を指導した 

また、軟弱切羽での始業・終業点検に加え、切羽のポンプ管理等の強化を指導

した。 

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

          

写真 1.1-13  脚入れ立前修正指導                 写真 1.1-14  脚入れ当付け指導 

2) 保坑技術指導 

 軟弱切羽における水処理のための溝割り、バック掘り、サイドダンプローダによる盤

打ち整盤、天井切り上げ等の荷抜き、当たり付け等の指導を行い技術の向上を図る事を

目標に実技指導を行った。 

① 研修場所 

        GDM炭鉱北第一斜坑、北第二斜坑、南第一斜坑、南第二斜坑 

② 研修内容 

軟弱切羽での水処理においては、切羽での適切な位置のバック掘り及び各箇所の湧水
を集水する側溝作りを指導した。また、軟弱硬で卸し斜坑掘進のため、坑道を横切る高
さ 0.4m程度の堰堤を掘進切羽の手前に二箇所設けて、切羽への湧水及び土石を一時的に
食い止める方法を指導した。 
炭層の貫縫掘進に伴い、湧水源が坑道の広範囲に広がった。ロードヘッダ等の電気機

器の保護及び切羽の環境改善を図り、天井から壁側をビニールシートで覆い、湧水を集
水する方法を指導した。 
サイドダンプローダでの盤打ち作業では、軟弱下盤を掘りすぎないように、坑道

の高さに合った的確なバケットの操作方法を指導した。また、サイドダンプを使用し
ての材料運搬使用時の安定した積み込み方を指導した。 

天井切り上げ等の荷抜きにおいては、成木差替え、ベタ切張入れ、切張入れの直 

線化等を指導した。 

当付けにおいては、滴水が有り側壁が軟弱な為、当付けがやり難く効かしていな

い為に壁の剥離が拡大している箇所についと、井型に組み間漏れしないような密

な当付け方法を指導した。 

北第一斜坑において、地圧の変化、軟弱な下盤等の影響から脚枠のせり出し、脚が斜
坑に対し卸し側に移動する傾向が見られた。作業中の枠の移動防止を図り、修正する枠
の梁部分を直材で固めての立前修正方法を指導した。 
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写真 1.1-15 バック掘り指導                写真 1.1-16  サイドダンプローダ盤打ち指導 

          

写真 1.1-17 成木の差し替え指導               写真 1.1-18  脚枠の立前修正指導 

 

3) 探査・測量技術 

坑内ボーリング及びスライム解析法、坑道センター、腰線入れ、石炭層のコンター（等

高線）の作図、トランシットによる測量、トラバース測量及び計算等の指導を行い技術

の向上を図る事を目標に座学及び実技指導を行った。 

 ａ. 坑内測量技術指導(中心、腰線延長法) 

①  研修場所 

   北第二斜坑、南第二斜坑 

②  研修内容 

トラバース測量を兼ねた中心線延長作業について、機器の据付を重視し、中心線

（方位角）の線上に測点を設け、天盤の測点を下盤へ移動する方法、トランシット

により計画の中心線（方位角）を許容範囲の誤差に収めた測量の結果を基にして、

中心線延長作業を指導した。特に今回は、風量の増えた箇所では防風板を使用し、

天盤の測点を下盤へ移動する作業について釘一本の誤差が及ぼす影響について理

解させ注意深く作業しなければならない事を指導した。 

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、目視する目の高

さ等について考慮した腰線（基準線）の付け方について指導を行った。 

   
写真 1.1-19 中心線延長指導       写真 1.1-20腰線延長指導 



 

15 

ｂ. 施枠形状測定技術 

①  研修場所 

   南第一斜坑及び北第一斜坑 

②  研修内容 

トランシットを使用し、測点の座標、標高を基にして施枠の形状（鋼枠の 5箇

所）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について指導した。 

北第一斜坑においては、地圧による枠の変化の監視とベルト化に伴う離隔確保

及び断面確保に必要なボタ量を算出するため、南第一斜坑においては、ベルトコ

ンベア及び函との離隔等の監視のために実施した。 

    
写真 1.1-21 枠形計測指導        写真 1.1-22器機操作指導  

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（連絡測量）の目的及び重要性について教育を行った。 

測量始発の測点の選定の決め方が一番重要であることを理解させ、計画方位角に

合った測点を使用し、測量を実施する方法を教育指導した。 

採掘対象炭層（BC 層）に着炭した際の沿層坑道での炭柱図、コンター線の算出

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 1.1-23～24坑内測量法座学指導 

d. 坑道断面測定技術 

①  研修場所 

   南第一斜坑及び北第一斜坑 

②  研修内容 

地圧による坑道、施枠の変化を知るために、坑口より測定箇所を 8箇所設け定期
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的に計測する作業について、測定棒を使用し坑道、施枠の敷き幅及び高さの測定す

る方法を指導した。 

     a)測定棒を使用し坑道幅及び高さの測定法を指導した。 

b)測定棒を使用し鋼枠の敷幅及び高さの測定を指導した。 

   

写真 1.1-25 敷幅計測指導      写真 1.1-26坑道の高さ計測指導 

e. 坑内トラバース測量実技指導 

①  研修場所 

 北第二斜坑及び南第二斜坑 

②  研修内容 

5目貫連絡測量は、南第二斜坑より北第二斜坑に向かって実施した。始発の測点

の重要性を説明し、重圧による影響を受けてないズレの許容範囲内の測点を使用

する様に指導した。5目貫の貫通作業に大きく影響を及ぼす測量作業であることを

説明して下記の指導を行った。 

a)天盤に設けた測点を下盤に移す作業の中で、防風板を使用して測点（釘）に吊  

るした錘球の末端を下盤の測点（釘）に合わせる方法を指導した。 

     b)トランシットの据付作業の重要性を指導した。 

    c)トランシットへのデータ入力の間違いを防ぐためのダブルチェック法を指導

した。 

    d)新たに天盤への測点の設け方（測点の維持を考慮した）を指導した。 

     e)ターゲットの据付作業を指導した。 

     軌道敷設測量においては、機器の据付の重要性を教育した後、南第一斜坑の測点

の誤差をチェックし、誤差が許容範囲内の測点を基準にして敷設軌道の位置計測

及び敷設計画座標（基準点）設け方の指導を実施した。 

   

写真 1.1-27 データ入力指導      写真 1.1-28 測点移設指導       写真 1.1-29 軌道位置計測指導 

 

f. 坑外トラバース測量実技指導 

①  研修場所 
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北第一斜坑、南第一斜坑上部（地上）、北坑口及び坑外施設各所 

②  研修内容 

坑口付近の坑内と直結する測点の維持状態のチェック測量を指導しその測点を

基に北第一斜坑上部の注入箇所の沈下測量を指導した。 

同様に北第一斜坑及び南第一斜坑の上部（地上）に基準点を設け沈下測量の指導

も実施した。 

大型巻基礎測量においては、坑外の基準測点を基に大型巻本体及び基礎の動き

を知るために、基礎に基準点を設け観測の指導を実施した。 

北坑口でのベルトデッキ基礎位置付け測量は、坑内と連絡した測点を基にして

基礎の位置（座標）を割り出して表示する測量を指導した。 

   

写真 1.1-30 沈下測量指導       写真 1.1-31視準器の垂直調整指導 

    

                写真 1.1-32 視準器の合わせ方指導    写真 1.1-33 視準器の合わせ方指導 

   

写真 1.1-34大型巻き基礎測定指導    写真 1.1-35 大型巻き本体測定指導    



 

18 

  

写真 1.1-36ベルト基礎計画指導    写真 1.1-37 視準器の垂直調整指導   

 
図 1.1-6 ベルトデッキ基礎之図 

 

 4) 坑内設計技術 

  目貫の巻立枠の設計等の指導を行い技術の向上を図る事を目標に座学指導を行った。 

 ａ. 坑道設計技術指導 

①  研修場所 

    GDM炭鉱研修室 

    ②  研修内容 

探査ボーリングによる採掘炭層に向かう斜坑坑道（目貫を含む）の計画、採掘炭

層に着炭後の片盤坑道の設定法を指導した。坑内展開に必要な巻立枠の設計及び

採炭パネル片盤坑道の枠種の決め方、使用目的に沿った鋼枠の設計等の指導を実

施した。 
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図 1.1-7 斜坑計画之図 
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図 1.1-8 鋼枠之図 

  
               写真 1.1-38～39 坑道設計座学指導 

(2)運搬技術 

1) 運搬設備管理技術指導 

 チェーンコンベア新設・撤去、点検方法、故障復旧技術、部品整備、予備品管理等

の指導、ベルトコンベア点検方法、運転管理、部品整備、予備品管理、延長、動力計

算等の指導を行い技術の向上を図る事を目標に実技指導を行った。 

a.ミニベルトコンベアの新設・移動の指導 

① 研修場所 

     北第二斜坑、南第二斜坑 

②研修内容 

掘進の進行に合わせ GDM 炭鉱ではチェーンコンベアの使用を低減するために軽

量で移動が簡単なミニベルトコンベアの設置が進められている。 

その為今年度の研修で北第二斜坑に 2 本、南第二斜坑に 3 本の新ミニベルトコ
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ンベアの設置指導と移動、稼動時の設備管理について指導を行った。 

    a) フレーム組み付け、ローラー取り付け、ベルト入れ込みを指導した。 

    b) ロードヘッダの進行に合わせたベルトコンベアの移動法を指導した。 

    c) 運転時のベルト片寄り修正、積荷の落漏れ防止を指導した。 

    d) 駆動装置及びローラーの点検法を指導した。 

    e) 中間フレームの曲がり修正の指導を行った。 

  
写真1.1-40 ミニコンベアーフレーム組立て指導   写真 1.1-41 ベルト入れ込み指導 

  
     写真 1.1-42ベルト移動指導          写真 1.1-43ベルト点検法の指導 

  b.チェーンコンベアの短縮と減速機整備指導 

   ① 研修場所 

    南第二斜坑及び整備工場 

   ② 研修内容 

      運搬設備のミニベルトコンベア化に伴うチェーンコンベアの短縮、取替えの指導

及び撤去された機器の再利用に備え整備の指導を行った。 

     a) 南第二斜坑NO.2チェーンコンベアコンベアの短縮及び駆動装置取替え指導。 

    b) 減速機の整備指導。 

     c) スクレッパーボルトの点検及び再締の指導を行った。 

   

写真 1.1-44チェーンコンベア短縮指導        写真 1.1-45 駆動装置取替え指導 
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写真 1.1-46 減速機整備指導 

  c.チェーンコンベアの点検と故障対策、ベルトコンベアの保守・運転管理の座学指導 

   ① 研修場所 

     GDM炭鉱会議室 

   ② 研修内容 

     研修資料を用いて、チェーンコンベアの構造等を理解し日常の注意事項及び故 

障の原因とその対策の指導と、同じくベルトコンベアについても設備管理技術の 

座学研修を行った。 

    a) 研修資料（チェーンコンベアの概要と保守管理）を使用し構成部品の種類と 

機能、据付時と運転に対する注意事項、日常の点検について指導を行った。 

    b) 研修資料（ベルトコンベアの故障とその対策、ベルトコンベアの点検マニュ 

アル）を使用してスリップ、片寄り、ベルト磨耗、荷こぼれ等の原因とその対策 

法について指導すると共に日常の点検項目についての指導を行った。 

   

写真 1.1-47 チェーンコンベア座学指導       写真 1.1-48 ベルトコンベア座学指導 

2) 運転管理技術指導 

 坑内全般状況の把握、運搬災害防止対策等の指導を行い技術の向上を図る事を目標に

実技指導を行った。 

 a.ベルトコンベア保安保護装置についての座学指導 

① 研修場所 

     GDM炭鉱会議室 

② 研修内容 

研修資料を用いてベルトコンベアによる坑内火災防止に必要な保護装置につい

て指導を行った。 

a) 研修資料（ベルトコンベアの保安保護装置）を使用してスリップ検出リレー、ベ

ルト片寄り検出器、過負荷検出リレー、非常停止装置、火災検出器などについて
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指導を行った。 

  
     写真 1.1-49 ベルトコンベア保護装置座学指導    写真 1.1-50 ベルトコンベア保護装置座学指導 

3) 大型巻管理技術指導 

 ワイヤーロープの管理、ホイストの設置方法、点検方法、運転操作、維持管理、軌道管 

理、動力計算等の指導を行い技術の向上を図る事を目標に実技指導を行った。 

 a.ワイヤーロープ、軌道の点検 

① 研修場所 

    大型巻室、南第一斜坑及びGDM炭鉱会議室 

② 研修内容 

軌道延長による運搬距離が伸びた事からワイヤーロープ、軌条の点検指導を行

った。 

a) ワイヤーロープの磨耗、断線（素線切れ）、腐食、形くずれ(キンク)等の有無点

検指導を行った。 

b) 軌条間隔、枕木破損、函連結部等の点検指導を行った。 

c) 大型巻操作の有資格者教育を研修資料（大型巻操作法、機材運搬時の荷造り法、

ホイストの保守管理等）を用いて座学研修を行った。 

  

写真 1.1-51 ドラム・ワイヤーロープ点検指導         写真 1.1-52 ワイヤーロープ点検指導  
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写真 1.1-53 軌条点検指導               写真 1.1-54 函連結部点検指導  

  

写真 1.1-55 コース元点検指導            写真 1.1-56 大型巻操作座学指導 

 

(3)機械技術 

1) 排水管理技術指導 

ポンプ座計画、水処理方法、ポンプ及びバック管理、ポンプの整備等の指導を行い技術   

の向上を図る事を目標に実技指導を行った。 

  ① 研修場所 

      北第二斜坑、南第二斜坑 

② 研修内容 

     掘進進行に伴う排水設備の設置と排水管理の指導を行った。 

     a) 掘進切羽後方にポンプとバック座の設置指導を行った。 

   b) 坑内全般の揚水系統管理としてポンプの整備及び坑外揚水場までの設備管理の指

導を行った。 

   c) ポンプの自動運転と単独運転について指導を行った。 

   d) 水量測定法の指導を行った。 
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写真 1.1-57 ポンプ・バック座設置指導          写真 1.1-58 ポンプ・バック座設置指導 

  

写真 1.1-59 ポンプ整備指導               写真 1.1-60 ポンプ点検指導 

 

 

 

 

図１.1-9 GDM炭鉱坑内排水系統図 

 

2) 掘進機械維持管理技術指導 

 掘進機械の日常点検整備、故障対策、予備品管理、オーバーホール等の指導を行い技術 
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の向上を図る事を目標に座学指導及び実技指導を行った。 

a. ロードヘッダ伸縮部と掻き寄せ減速機の整備と互換性の為の改良 

 ① 研修場所 

      GDM坑外整備工場 

② 研修内容 

   ロードヘッダ 2号機（中国製）の予備部品の伸縮部のフローティングシール部と

掻き寄せ装置をロードヘッダ１号機（日本製）に使用する為の整備及び改良の指導

を行った。 

a) 伸縮部の改善内容説明と整備の指導を行った。 

b) 伸縮部の故障の原因と対策についての指導を行った。 

c) 掻き寄せ減速機の改良法について指導を行った。 

d) 掻き寄せ減速機の整備指導を行った。 

   

写真 1.1-61 フローティングシール部改良指導   写真 1.1-62  フローティングシール部整備指導 

  

     写真 1.1-63 掻き寄せ減速機分解点検指導  写真 1.1-64 掻き寄せ減速機部品点検指導 

       

     写真 1.1-65 掻き寄せ減速機部品整備指導   写真 1.1-66 掻き寄せ減速機組立て指導 

b. 掘進機械部品取替えの指導 

 ① 研修場所 
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      北第二斜坑、南第二斜坑 

② 研修内容 

     掘進現場において掘進機械の各部品取替え及び整備の指導を行った。 

    a) 掻き寄せ減速機の取替えの指導を行った。 

   b) ロードヘッダ減速機取替えの指導を行った。 

   c) 原動機取替えの指導を行った。 

   d) 掻き寄せ装置の取替え指導を行った。 

   e) 油圧モーターの取替え指導を行った。 

  

写真 1.1-67 掻き寄せ減速機取替え指導    写真 1.1-68 掻き寄せ減速機取替え指導 

  
写真 1.1-69 減速機モーター取替え指導     写真 1.1-70 減速機モーター取替え指導 

c. 掘進機械維持管理技術についての座学指導 

 ① 研修場所 

      GDM炭鉱会議室 

② 研修内容 

   掘進機械（ロードヘッダ）の構造、機能及び点検法、故障対策等について研修資

料で座学研修を行った。 

a) ロードヘッダシリンダー部・油圧モーター部構造             

b) 掻き寄せ部故障の原因対策について 

c) ロードヘッダシリンダー部、故障の原因対策について 

d) 切削シリンダーの点検方法 

e) リリーフ弁の点検方法 

f) 圧力測定の方法 



 

27 

  

写真 1.1-71掘進機械設備座学指導    写真 1.1-72 掘進機械設備座学指導 

3)各種機器の整備技術指導 

 コンプレッサー、エアーブロック、サイドダンプローダ、ハウサリット等の点検整備

等の指導を行い技術の向上を図る事を目標に実技指導を行った。 

a. 各種炭鉱設備、器具について点検整備の指導 

    ① 研修場所 

        坑外整備工場 

② 研修内容 

      坑外揚げされた各種坑内機器について整備の指導を行った。 

   a) エアーブロック分解、リング及び回転羽取替え及び負荷試運転の指導及びコー

ルピックのエアーシリンダーの取替え等の整備指導を行った。 

   

  
          写真 1.1-73 エアーブロック整備指導     写真 1.1-74 コールピック整備指導 

 

 (4)電気技術 

1) 坑外電気設備管理技術指導 

発電所運転管理、坑外電気室管理及び電圧の高圧化、集中監視等の維持管理、ケーブ

ル 接続、故障対策、改善技術等の指導を行い技術の向上を図る事を目標に座学指導及

び実技指導を行った。 

① 研修場所 

      坑口電気室、坑外貯水場 

② 研修内容 

a) 主要扇風機よりインターロック変更の指導を行った。主要扇風機が停止した時、 

    坑内全体の電源を遮断するために、現在のインターロックと変更するインターロ 

ックについて教育を行い、インターロックリレーの製作、接続の指導を行った。 

b) 北第一斜坑の総排気出口に一酸化炭素（CO）、メタンガス(CH4)の新設の指導を行

った。  
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c) 一酸化炭素警報器及び可燃性ガス自動警報器のメーカーが変更されたため、警報

器の原理、構造、機器、動作、調整方法等について教育を行い、接続、センサー取

付け位置の指導を行った。 

d) 坑内のポンプ用防爆型の電磁開閉器が不足するために、坑外貯水場に使用して 

いる防爆型の電磁開閉器を非防爆型の電磁開閉器に取替え、ヒーターの計算及び 

調整の指導を行った 

    

写真 1.1-75インターロック教育指導   写真 1.1-76インターリレー作成指導  写真 1.1-77 ガス警報器接続指導 

           

             写真 1.1-78 警報機センサーの接続指導     写真 1.1-79 電磁開閉器取替え指導 

2) 掘進機械維持管理技術指導 

掘進機械の日常点検整備、故障対策、予備品管理、オーバーホール等の指導を行い技

術の向上を図る事を目標に実技指導を行った。 

① 研修場所 

南第二斜坑 

② 研修指導内容 

a) 掘進機械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となり、2回線の

教育を行いキャブタイヤケーブルが不足するために、坑内 2 目貫電気室の掘進機

械メーンスイッチより高圧ケーブルを布設、接続、相合わせの指導を行った。 

b) 切削ヘッド一式交換のために、切削モーター用高速ケーブル、低速ケーブル、温 

度センサーケーブルの解線方法、接続方法、方向確認方法の指導を行った。作業終 

了時に切削モーター箱に水が入るために、対策としてフイルムを巻くように指導 

を行った。 

c) 掘進機械が運転不能になり配線図について説明を行い、調査手順方法を指導し 

た。調査中操作基盤が不良と判明し取替えを行い、取替え後試運転を行い異常がな 

いかの確認を指導した。 



 

29 

  
写真 1.1-80 2回線ケーブル教育指導  写真 1.1-81 2回線ケーブル相合わせ指導 写真 1.1-82切削モーター接続指導 

     

写真 1.1-83 制御盤内点検指導        写真 1.1-84 操作基盤取替え指導 

3) 坑内電気設備管理技術指導 

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の指導を行い技術の向上

を図る事を目標に座学指導及び実技指導を行った。 

① 研修場所 

      2目貫電気室、3目貫、4目貫、北第二斜坑、南第一斜坑、南第二斜坑 

② 研修指導内容 

a) ポンプ電源ケーブル延長について、掘進に伴い坑道長が長くなり 2 目貫電気室よ

り電源を遮断して停電作業をする際に、作業時間が掛かるので道中に中切りスイ

ッチを新設して、停電作業の時間短縮になるように改善の指導を行った。 

b) 中継バックにフロートスイッチを取付け自動運転にするように指導を行った。 

c) 故障低減のためチェーンコンベアの代わりにミニベルトコンベアを導入している。

モーターの電圧が 660Vのため日本製の機器、ケーブルが使用できないので中国製

の機器、ケーブルまたは高圧ケーブル（50sq）を使用するように指導を行った。 

d) 中国製の電磁開閉器は連動運転が出来ないために連動運転リレーを製作して改善

の指導を行った。 

e) 南第二斜坑、北第二斜坑の風量を増やすために、南第二斜坑に 10HP局部扇風機 

の増設、北第二斜坑 20HP局部扇風機から 25kw局部扇風機に取替えの指導を行っ 

た。北第二斜坑 20HP 局部扇風機から 25kw局部扇風機に取替え時に、ケーブルの容 

量、定格電流について説明を行いケーブルの交換、ヒーターの設定変更を指導した。 

f) 3目貫パンツアコンベアの 45kw電磁開閉器が坑外電気室に有り、故障対策に時 

    間が掛かるために坑内 2目貫電気室に有る 75kw電磁開閉器に切替えの指導を行っ  

た。切替え後の試運転を行い異常がないかの確認の指導を行った。 

g) ケーブルの維持管理について架設位置、函との間隔、吊り方、接続箇所の温度、 

仕繰前後の手当等について教育を行った。移動ケーブルについて材料等の下に有 
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り損傷、絶縁低下の故障原因になるために固定ケーブルをハンガーに吊り上げ、移 

動ケーブルを短くするように指導を行った。 

h) 電気技術座学指導として毎週金曜日に坑内外電気設備管理技術、保安、災害事例 

故障対策等について座学指導を実施した。図 1.1-10に電気室配線図を示す。 

 
図 1.1-10坑口電気室配線    
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写真 1.1-85 フロートスイッチ接続指導 写真 1.1-86 ミニベルト連動運転  写真 1.1-87 局部扇風機切替え指導 

リレー接続指導 

   

写真 1.1-88 75kw電磁開閉器切替え指導 写真 1.1-89 ケーブル維持管理指導  写真 1.1-90 電気技術座学指導 

 

4) 各種機器整備技術指導 

 各種スイッチ類、モーター、センサー類等の点検整備等の指導を行い技術の向上を目

標に実技指導を行った。 

① 研修場所 

       坑外繰込み場 

  ② 研修指導内容 

a) 掘進進行に伴いポンプ用電磁開閉器について改善を指導した。電磁開閉器では 1

台のスイッチで 1 台のポンプしか運転出来ないため、マグネットスイッチ、電磁

継電器、入釦、切釦、ヒーターを設置して 1 台のスイッチで 2 台のポンプ運転が

出来るように改善の指導を行った。 

b) ミニベルトコンベアに使用する中国製の電磁開閉器は、日本製とは構造が違うた

めに連動運転が出来ないため連動運転リレーの製作を指導した。連動運転方法に

ついて説明を行い、タイマーの調整を指導した。 

         

       写真 1.1-91 電磁開閉器改善指導      写真 1.1-92 連動運転リレー作成指導 
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 (4)保安技術 

1)重大災害防止技術指導 

 各種保安マニュアル作成指導を行い保安技術管理者の能力向上を図る事を目標に実

技指導を行った。 

①  研修場所 

    GDM炭鉱会議室 

②  研修内容 

保安技術座学指導として保安マニュアル作成指導を実施した。今年度は 14回の予

定でガス炭じん爆発防止、坑内火災防止、退避マニュアル等を行った予定であった。

それぞれ基礎知識、災害事例、マニュアル作成の順で指導を行い、最後に研修生が作

成したマニュアルを発表することとした。最終的に 12回となった。第 12回目は保安

技術管理者以下 5名の管理職を集めてガス炭じん爆発防止マニュアルについて保安担

当者がプレゼンテーションを行った。坑内掘り炭鉱においては危機管理技術として保

安マニュアル作成が必要となる。今回その意識向上、能力向上に寄与した。 

写真 1.1-93保安座学指導          写真 1.1-94最終プレゼンテーション 

2) 救急法技術指導 

炭鉱主催講習会立ち会い指導を行い指導能力の向上を図る事を目標に座学指導を行

った。 

①  研修場所  

GDM炭鉱研修室 

②  研修内容 

GDM炭鉱主催の救急法講習会に立ち会い指導を行った。講師は講師として教える

のが初めてであるため、必要な場面で的確な指導を行った。講習会の内容は鉱山救

急法による止血法、三角巾を使用してのキズの手当て、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

である。救急法実技指導は経験に裏打ちされた方法が必要とされる。今回はその指

導力向上に寄与した。 
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写真 1.1-95救急法座学   写真 1.1-96目のキズ手当て  写真 1.1-97大腿部骨折手当て 

   
         写真 1.1-98急造担架搬送   写真 1.1-99上腕部骨折手当て  写真 1.1-100レサシアン心肺蘇生法  

 

 (8) 理解度確認試験、初期アンケート 

1)初期アンケート 

 初期アンケート内容を表 1.1-4に示す。 

表 1.1-4  平成 29年度東カリマンタンチームの初期アンケート表 

 
 

2)  理解度確認試験 

各技術項目別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。 

 

 

 

質　問　項　目 回　　答　　欄

1 炭　鉱　名

2 専　門　分　野

3 所　属

4 職　位

5 名　前

6 年　齢

7 炭　鉱　経　験　年　数

8 研　修　参　加　年　数

9 これまで指導された主な項目

10 2017年度の研修期間に希望する指導項目
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技

術 

問題 備

考 

 

採

鉱 

１．軟弱切羽に於ける掘進機械掘進技術 

問 1. 軟弱な盤で走行する時、次の記述のうち誤っているものを選べ。 

(1) 軟弱な盤でクローラーが沈み込みそうになったので、早期の対策としてクローラー下に

坑木等を敷き込んで走行した。 

(2) 軟弱な盤を掘下げないためにも、走行運動を必要最小限に抑えて運転した。 

(3) クローラーが空回りして走行が出来ないため、前進する度に掻寄せを上げながら前進し

た。 

(4) 本体の左右寄せが、困難なので切削ドラムを使用して左右両端の残硬を中央に寄せて流

した。 

問 2. 軟弱切羽で切削する時、次の記述のうち誤っているものを選べ。 

(1) 強引な切削ドラムの先送りにより、その負荷が機械本体に伝わってクローラー 

自体が下盤に食い込んでいくため、切削時はなるべく本体に負荷が掛からないように少

しずつ切削ドラムを先送りする。 

(2) 上段切削時、軟弱な天ばんの落下を防止するために最初に、1/2 を切削し、刎成で押さ

えて残りの 1/2を切削した。 

(3) 盤が軟弱なので、下盤の切削をしないで上下段切削を行った。 

(4) 軟弱で天盤際が不安定だったので、ドラム回転を低速にして振動を極力押さえ 

て切削した。 

 

問 3. 軟弱切羽での掻寄せ及びアウトリガーの使用方法で、次の記述のうち誤って 

いるものを選べ。 

(1) アウトリガー使用による盤の掘下げ防止のために、アウトリガーの下に坑木等を敷き込

んで使用した。 

(2) 軟弱な硬なので、掻寄せを全開で運転して第一コンベアに載せて流した。 

(3) 切羽が軟弱であり切削に支障が無く、枠ガマ切削も容易に出来るので、盤をいためない

ように、なるべくアウトリガーの使用を避けた。 

(4) 掻寄せの上げ下げをその都度に調節しながら坑道の高さをしっかり確保し、指定された

傾斜に合わせて切削した。 

問 4. 掘進機械使用の作業で、次の記述のうち正しいものを選べ。 

(1) 掘進機械からの漏油が確認されるが、少量で運転に支障がないので、誰にも連絡しない

でそのまま運転した。 

(2) 第一コンベアの終端に硬が詰ったが、時間が無いので油圧運転だけを切って掻寄せ内部

に入って作業を行った。 

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

ー以外の作業員は扱わない。 

(4) 先受け及び脚入れ作業時、切羽が暗いので掘進機械の前照灯を点けて作業を行った。 

1. 枠入れ・当付け技術 

問 1. 施枠作業についての記述について、誤っているものを選べ。 

(1) 軟弱切羽での枠種は、高価ではあるが強度を一番に考えると、鋼材のアーチ枠が合理的

な枠種と言える。 

全

問

筆

記

試

験 
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(2) 可縮性を求めるために、アーチ枠全体を成木で当付けを十分に実施することが望ましい。 

(3) 坑道には時間の経過と共に荷が掛かるので、掘進時は素早く、簡単に施枠し、後の仕繰

作業で当付け等のやり直しを実施する方が望ましい。 

(4) 台形の坑道よりもアーチ形の方が無理な応力が掛からず、支保材の形状として都合がよ

い。 

問 2. 梁入れ作業の中で、次の記述のうち誤っているものを選べ。 

(1) 先受けポカール方式での施枠は、梁と当付けで受けた天ばんの全荷重がポカー 

ル及び固めた台付けチェーンで支えられているので、吊りチェーンの繋ぎボルトナット

は確実に締めること。 

(2) 軟弱天ばんのはみ出しや間漏れなどを防止するためには、ベタ成による当付け及び裏込

めをしっかり行うのが有効である。 

(3) 梁の傾きや前突き等は、脚入れの時に修正すればよいので、先受けは素早く簡単に済ま

せることが理想である。 

(4) 切削作業等による施枠の緩みが発生するので、毎サイクルにおいて必ず手前の枠を確実

に締め上げてから先受け作業に掛かるようにする。 

問 3. 脚入れ作業の中で、次の記述のうち誤っているものを選べ。 

(1) 枠が下がらないように、枠ガマは硬い盤まで出して脚を入れた。また、高さの調節が必

要な場合には、下駄等のしっかりした材料を敷き込んで施枠した。 

(2) 傾斜に合わせた立前の脚元の位置が規定の長さ（1.0m）の切張りより手前だったので、

規格(1.0m)の切張りを合わせ切りして施枠した。 

(3) タイロットボルトは、片締めにならないように上・中・下段を平等に締付ける。 

(4) 梁と脚の接合部が少しずれていたが、無理してペーシを入れて強引にボルトを締め込ん

で施枠した。 

問 4. 当付け作業の中で、次の記述のうち誤っているものを選べ。 

(1) 枠全体をベタ成木で覆って隠すので、枠裏の当付けは効かせなくてもよい。 

(2) 各親成木の先端は、極端にはみ出し過ぎないように枠から 10センチ程度とし、先端を揃

えて、進行方向に真っ直ぐ及び坑道傾斜に合わせて入れる。 

(3) 軟弱切羽での一時的な荷抜きの効果を得るために、当付けを 2段成から 3段成にして当

付けを行った。 

(4) 枠と当付けが十分に密着するように、当付けの材料は、出来る限り多く使用して矢板等

で締め固めてしっかりと壁を押える。 

2. 水処理技術 

問 1.次の各出水状況から、それぞれに応じた対策を右から選べ。 

(1) 断層・破砕帯から出水。          a.水抜きボーリング 

(2) 旧坑に溜まっていた水による出水。     b. 防水ダム設置 

(3) 排水設備の故障や停電による排水不能。   c.補助ポンプや予備電源の設置 

問 2.掘進切羽での水処理作業として、次の記述のうち誤っているものを選べ。 

(1) 切羽に湧水がある場合には、出来る限り現場での揚水（追い水）に努め、中継バック等

に集水し、中継ポンプにより坑外まで揚げる手順が一般的である。 

(2) 軟弱硬の場合も石炭と性質は同様であるから、ある程度の水量があっても掘進 

作業には差し支えない。 
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(3) 切羽の追い水には、ポンプの持ち回りの移動が簡単に出来るように、エアーポンプや 3

馬力のような比較的、小型のポンプが良い。 

(4) 切羽全体に湧水が広がった場合、ビニールシートで覆うのも作業場の改善、電気機器の

保護及び湧水の集水には有効である。 

２．保坑技術 

問題の中から正しい物に○を付けなさい。5点ｘ20=100点 

1,保坑技術（軟弱箇所の荷抜き） 

1）作業前の保護管理 

① 軟弱箇所での天盤切付け時に、大硬等が落ちるので必ずケーブル等の保護をしてから作業

に掛かる。 

② 硬が落ちケーブルが損傷しても、後で電機係員に報告すれば何も心配する必要ない。 

③ ケーブル等に硬等を落し当てない天盤切付けすれば良い。 

④ ケーブル等の保護に時間が掛かるので、する必要がない。 

2）材料準備 

① 軟弱箇所では、早期に刎成木入れ天井当付け等に成木等の材料を使用するので、直ぐに使

えるように整理し切羽箇所近くに準備しておく。 

② 成木等は、慌てることはない使用する時に用意すれば問題ない。 

③ 軟弱箇所で使う矢板は、裸天井切羽にバラバラに入れないで、袋に入れ直ぐ使えるように

用意しておく。 

④ 軟弱箇所での材料整理は、作業が終ったら片付けるので、する必要がない。 

3）天盤切付け 

① 軟弱箇所は天盤が緩み易いので、切付け時は十分に注意し刎成入れをしながら、規格に決

まった高さに合わせ、ピック切付け作業に掛かるようにする。 

② 天盤が緩み易い場合は、 ピック切付をしないで次の作業に掛かる。 

③ 天盤が緩み易い場合は、天井切上げはする必要がない。 

④ 天井切上げの高さは、無理に規格に従う必要はなく、自分の好きなようにしても良い。 

4）軟弱箇所での刎成入れ 

① 軟弱箇所での刎成入れは、天盤が緩み易いので早期に刎成入れ固め、規格の本数以上、束

打ち作業をし、刎成入れ後は安全に作業が出来るようにする。 

② 天井不良の場合でも、安全だと思えば規格通りに刎成入れをする必要はない。 

③ 刎成入れ下の束打ちは、時間と材料が無駄なので、する必要がない。 

④ 刎成入れ下の束打ちをするより、早期に先受け作業に掛かったほうが良い。 

⑤ 束の下には必ず、下駄・矢板を入れ締上げ天盤不良状況によっては、そのまま巻き込み当

り付けするので、枠間が足りるように、長めの刎成る木を使うようにする。 

5）成木差し替え 

① 成木差し替え用の成木は、枠材に均等に架かるように入れるようにする。 

② 切付け時に差し替え用の成木が外れない場合は、無理に外す必要はなくそのまま使用す

る。 

③ 差替え後の成木は梁枠に、両枠に少し架かれば良く、別に考える必要はない。 

④ 外れ架かった差替え後の成木は、外れてからし直すので問題ない。 

⑤ 親成るに使用する木は、腐っているか確認をし、真直ぐで大きい物を使用する。 

6）軟弱箇所での天井当付け 
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① 天井当付けは、梁枠下で安全に作業出来る様に、井型に組み間漏れがない蜜な当付け、ボ

ンゴシを使っての締上げをする。 

② 軟弱滴水箇所での天井親成木入れは、規格に決まった本数以上に入れるようにする。 

③ 天井親成木入れの本数は、規格通りにする必要はない。 

④ 天井当付けは、少し位の滴水は問題ないので、普段通りに作業すれば良い。 

⑤ 天井締上げに使うボンゴシがない場合いは、矢板を入れるだけで良い。 

7）天井切張り入れの直線化 

① 切張り入れは、枠材に切口を合わせ、直線に入れる。 

② 切張り入れは、斜めに入れても入れば、別に問題ない。 

③ 直線に切張り入れをしなくても、枠間の切張りの数さえ合えば大丈夫。 

④ 切張り入れの隙間が開いていても、枠材から落ちなければ問題がない。 

⑤ 天井切張り入れの本数は、規格に合った本数以上に入れる。 

8) 側壁の刎成入れ 

① 軟弱滴水箇所での刎成入れは、側壁が緩み易いので早期に二本刎成を入れ、間漏れがない

ような井型に蜜な当付けをする。 

② 側壁打診点検をすれば、刎成る入れをする必要がない。 

③ 刎成る入れは、側壁当付けがやり難いので、規格よりも本数を少なくしても良い。 

④ 工具を使い側壁打診点検をして、安全を確かめ規格に決まった本数を入れ作業に掛かる

ようにする。 

⑤ 軟弱滴水箇所では、刎成る入れに時間が掛かるので、早期に脚材入れ作業に掛かった方

が良い。 

9）滴水箇所での脚材入れ 

① 水処理をしてから脚材入れに掛かるが、盤が軟いので必ず脚材が下がらないように下駄を

敷き締上げるようにする。 

③ 脚材入れは、下駄を入れたら余分に掘るので時間が掛かるので入れる必要はない。 

④ 堀過ぎた場合は、残硬等を入れ調整すれば良い。 

⑤ 脚材入れだけ考え、枠が下がったら締上げすれば良い。 

⑥ 脚材入れは、脚材の立前を後方から見て入れるようにする。 

10）軟弱箇所での側壁当付け 

①  枠間が狭く当付けが困難な場合は、別に考えないで手抜きをすれば良い。 

② 枠間が狭く当付けが困難な場合でも、蜜に井型に組み間漏れがない当付けをする。 

③ 当付けが困難な場合の当付けは、成木を適当に入れ、間漏れが酷く成って来たらし直しす

れば良い。 

④ 親成木を入れて固めるだけで大丈夫。 

⑤ 滴水箇所での当付けは、井型に組まないで板を並べ間漏れしない様にする。 

11）脚材の切張り入れ 

① 脚材の脚元近くに入れ、規格に決まった本数を入れなければならない。 

② 切張り入れは、入れなくても当付けで大丈夫。 

③ 脚材の脚元だけ切張りを入れただけで、頑固な枠になる。 

④ 切張り入れの本数は、自分が好きなようにして、規格に合わせる必要がない。 

⑤ 脚釜を掘り入れるので脚材が動かないので、切張りを入れる必要がない。 



 

38 

12）脚材の切張り入れの直線化 

①  切張り入れは、枠材に切口を合わせ、横の枠に直線に入れる。 

②  切張り入れは、斜めに入れても入れば、別に問題ない。 

③  直線に切張り入れをしなくても、枠間の切張りの数さえ合えば大丈夫。 

⑥ 切張り入れの隙間が開いていても、枠材から落ちなければ問題がない。 

⑦ 脚材切張り入れの直線は、だれも脚材側を見ないで足元を見て通行しているので直線化

に、こだわる必要がない。  

 

３.保坑技術 

1, 保抗技術(水処理の為の溝割り) 

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

1）溝割り技術（2問×5点=10点） 

1 溝割り作業では脚元近くを掘り下げると枠が下がるので下がらない様に 30cm 位離してか

らピック切付け作業に掛かるようにする。 

2 脚元近くを、掘り下げても、枠が下がれば固め直せばよい。 

3 滴水箇所での溝割り作業は脚枠・側壁がピック切付けで緩み動く場合があるので、直材等

で脚が動かないように固める。 

4 坑道が狭くならないように脚材近くに溝割り作業をする。 

問題 2．次の説明文で正しいものを選び○印で囲め(正しいものは 1つとは限らない) 

2) 側溝板作り（2問×5点=10点） 

1 SDL移動で壊れても、簡単に直ぐ作れるので、問題がない。 

2 側溝板作りは SDLが前進後進走行移動した時に側溝板が壊れない様に切張りを均等に入れ

る。 

3 側溝板は、直ぐ壊れるので、溝に板を入れるだけで良い。 

4  側溝板作り施工した後、硬等が入りやすい所は板を乗せると良い。 

問題 3．次の説明文で正しいものを選び○印で囲め(正しいものは 1つとは限らない) 

3）バック掘り（1問=5点） 

1 バック掘りは余分に掘り広げ、大きく掘りすぎても硬等を入れれば問題ない。 

2 決められた寸法よりも小さくバック掘りした場合は、それに合わせて箱作りをする。 

3 バック掘りをピック等でする時は、脚元から離し箱より大きく掘り、箱がかんたんに入る

様にする。 

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

4) バック箱作り（2問×5点=10点） 

1 決められた寸法に板を切り角材を入れ箱作り、ピック等で箱より大きく掘りその中に箱を

入れ真中に取外しが出来るように仕切りを入れる。 

2 箱作りは大きさに合わせ仕切りを入れるようにする。 

3 角材に板を張り、大きさに合わせてバックを掘る。 

2.  軟弱箇所での枠脚拡大当付け 

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

1）作業前の保護管理（1問=5点） 

1 枠材入れる時足場の上は、落ち硬や古枠などを載せても各パイプ、ケーブル等板や古ベル
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トなどで防護しなくても良い。 

2 硬が落ちケーブルが損傷しても、後で電機係員に報告すれば何も心配する必要ない。 

3 ケーブル等の保護に時間が掛かるので、する必要がない。 

4 足場の上は、落ち硬や古枠などを載せ過ぎないようにして、各パイプ、ケーブル等の坑内

設備は、板や古ベルトなどで防護する。 

問題 2．次の説明文で正しいものを選び○印で囲め(正しいものは 1つとは限らない) 

2）脚材拡大（2問×5点=10点） 

1 枠脚拡大箇所でのページが変形している時は、基本的に、ポカール鋼を使用して、枠が下

がらないようにポカール鋼を固めてから枠脚を掘り下げる。 

2  枠脚拡大箇所で使用するポカール鋼が近くにない場合は、坑木等を使用してはいけない。 

3  梁枠下に束打ちをすれば簡単に作業が出来る。 

問題 3次の説明文で正しいものを選び○印で囲め(正しいものは 1つとは限らない) 

3） 枠脚当付け（1問=5点） 

1  親成木だけ入れ下駄矢板等で締上げすれば良い。 

2  当付けに於いても、先受け同様に二段成とし、密な当付けをしてから矢板等で十分に締め

固める。 

3  切張りを入れるので、親成木だけ入れ締上げれば良い。 

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

4) 切張り入れ（1問=5点） 

1 切張り入れは、斜めに入れても入れば、別に問題ない。 

2  直線に切張り入れをしなくても、枠間の切張りの数さえ合えば大丈夫。 

3  切張り入れの隙間が開いていても、枠材から落ちなければ問題がない。 

4 切張り入れる時寸法を確実にはかり、直線に入れないと枠の強度が弱くなり後から枠が乱

れて切張りが落ちたりするので確実に入れる。 

問題 5．次の説明文で正しいものを選び○印で囲め(正しいものは 1つとは限らない) 

5) 締上げの実施（1問=5点） 

1締上げる時は、矢板を使用しハンマーで確実に締め上げる。 

2締上げる時は矢板を入れるだけで、ハンマーで確実に締め上げる必要はな 

3地圧が掛かると成木が締まるので、成木を動かない程度入れるだけで、締上げをする必要

がない。 

3. 軟弱箇所での間枠入れ 

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

1） 刎成る入れ（1問=5点） 

1  刎成る入れの本数は、自分が決めるので規格に合わせる必要はない。 

2 軟弱箇所で刎成る入れは、天井の良い方から一か所ずつ行い、必ず規格に決まった本数を

入れるようにする。 

3  天井が良好の場合は、時間が掛かるので刎成る入れをしない。 

4  天井不良の場合は、刎成る入れはしないで早期に先受け作業に掛かる。 

問題 2．次の説明文で正しいものを選び○印で囲め(正しいものは 1つとは限らない) 

2) 梁枠当付け（2問×5点=10点） 

1 成木は枠の中心から均等に分けて、枠と枠の真中で当付けすると成木が早くいたむので、
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なるべく枠の近くで当付けをする。 

2  成木は入る所に入れ、後で成木が折れても取り替えればよい。 

3  当付け箇所が狭く成木が入り難いので、ノコギリで切って当付けをする。 

4  親成木だけ入れ締上げれば、当付けをする必要がない。 

問題 3．次の説明文で正しいものを選び○印で囲め(正しいものは 1つとは限らない) 

3）脚材入れ（2問×5点=10点） 

1  軟弱箇所での脚材入れは、箇所が狭いので脚材の立前を修正する必要がない。 

2  脚材堀が堀過ぎた場合は、ゲタ等を入れ調整すれば良い。 

3  梁脚のペーシが合えばどう入れても問題ないがない。 

4 滴水軟弱箇所では、水処理をしてから脚材入れに掛かり、盤が軟いので必ず脚材が下がら

ないように下駄を敷くようにする。 

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

4） 側壁当付け（2問×5点=10点） 

1 側壁当付けに於いても、少しでも荷圧を防ぐ為に蜜に井型に組、二段成とし間漏れしない

様に矢板等で十分に締め固める。 

2 側壁当付けに於いても、成木だけ入れておけば後から荷圧が来るので矢板等で締める必要

はない。 

3 側壁当付けは枠間が狭いので、親成木を入れるだけで十分。 

4 当付けがやり難い場合でも、成る木は井型に組んで間漏れしない様に板を壁側に当付けを

する。 

SDL 試験問題  

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

1）SDL による盤打ち（2問×2点=10点） 

1 両脚枠を基準に水平に盤を合わせ、規格に決まった山丈にし、脚元近くを取らないように

注意し、バケットに爪が付いているので掘り下げないように行う。 

2  盤打ち作業はバケットで少しぐらい掘り下げても、後で埋戻すれば良い。 

3  脚枠の近くまで盤打仕事するので、枠が下がっても、後で固め直しすれば良い。 

4  盤打ち作業は、両足枠を基準に合わせ、堀下げない様にする。 

問題 2.次の説明文で正しいものを選び○印で囲め(正しいものは 1つとは限らない) 

2）PCトラフ下の盤打ち（1問=10点） 

1 トラフは簡単には下がらないので適当に束打ちすれば良い。 

2 トラフ下の盤打ちはトラフが下がらないように束打ちをしながら盤打ちをし、ある程度進

行したら、安全を確認しトラフ下に空組を組んで作業するようにする。 

3 トラフ下に空組を組んでの盤打ち作業は時間が掛かり、材料が沢山いるのでする必要がな

い。 

4 トラフ下の束打ちだけで大丈夫。 

問題 3.次の説明文で正しいものを選び○印で囲め(正しいものは 1つとは限らない) 

3）PCトラフ短縮しての盤打ち（1問=10点） 

1 SDLの移動距離は、ケーブルが届く距離まで作業をしてからトラフ短縮作業をする。 

2 トラフ短縮作業に時間が掛かるので、トラフ短縮作業してまで盤打ち作業に掛かる必要な

いので、そのまま作業に掛かる。  
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3 効率を考えて、SDLの移動距離が遠くならないようにトラフ短縮作業をする。 

4 トラフ短縮後のトラフ跡の盤打ちは、SDLの移動距離が遠いのでする必要がない。 

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

4）SDL による硬流し（1問=10点） 

1 硬流しは、早く流すことだけ考え PCトラフから落ちても、後で残硬取りすれば良い。 

2 硬流しは、PCトラフから落ちることを考えたら作業出来ないので、適当にすれば良い。 

3 トラフにバケットを当てても簡単にはトラフは壊れないので、硬流しだけを考え心配する

必要がない。 

4 硬流しは、トラフにバケットを当てないように、数回に分け硬が落ちないようにバケット

のアームを上下操作しトラフから毀れないように流すようにする。 

問題 5.の説明文で正しいものを選び○印で囲め(正しいものは１つとは限らない)  

5）整盤調整（1問=10点） 

1 盤調整するには、両脚枠を基準に水平に盤を合わせデコボコにならないように、作業を行

う。 

2 盤調整が少しくらいデコボコになっても問題ない。 

3 直ぐに盤膨れするので、適当にすれば良い。 

4 盤調整が失敗してデコボコ、斜めになっても、坑内は暗いので大丈夫。 

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

6） SDL による材料運搬（2問×10点=20点） 

1  掘進現場が遠くなり、坑道の間枠入れ等により狭くなって移動できない所があるので     

SDLに枠、成木等を手巻レバーで固めて移動する。   

2 SDL 運搬時に重量物の枠は簡単には落ちないので、手巻レバーで固めをしなくても良

い。 

3 SDL運搬時には、バケット上に枠を乗せ、坑道が狭くなったら卸し、広くなる所まで担

げば良い。 

4  材料の積み方は材料の高さ、幅を考え、積むだけ積み落ちない様にすれば良い。 

問題 7.次の説明文で正しいものを選び○印で囲め(正しいものは 1つとは限らない) 

7） 枠材の荷卸し（1問枠=10点） 

1 枠材荷卸しについては、お互い何年も一緒に仕事をしているので、相互連絡をしなくて

も分かるので問題はない。 

2 ケガをしないように勝手に、好きなように荷卸しすれば良い。 

3 重量物を卸す場合は、何も考えないで作業した方が、怪我をしない。 

4 枠材荷卸しについては、重量物なので体の位置を考え相合連絡をしてから作業を行う。 

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

8）材料の整理整頓（1問=10点） 

1 材料の整理整頓はしなくても、直ぐに使うのでする必要がない。 

2 適水箇所なので、成木は横に寝せないで立て、矢板は袋に入れるようにし、枠材は取りや

すいように整理整頓する。 

3 通路だけ確保すれば、好きなように卸せば良い。 

4 作業に支障がないので、整理整頓は考えることはない。 

探

査

１． 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４０ｍ、

測定傾斜＋１０°を得た。 
全

問
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測

量 
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） 

sin１０°≒０．１７３６４８  cos１０°≒０．９８４８０８ 

     L=       ｍ         D=       ｍ 

    

                                    
２． 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測定する際に、光波計にセットする気象補正条件２つを選びなさ

い。（10 点） 
１．温度 
２．湿度 
３．磁気 
４．気圧 

３．次の走向と真傾斜を求めなさい。 

 
 

４．下記の 7角形の外角と内角の総和を求めなさい。（10点） 

  ・外角総和＝ 

  ・内角総和＝ 

５．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。（20点） 

 
 

６．下記の表の空欄を算出しなさい。（30点） 

 

表 10.3 緯距・経距の計算 

筆

記

試

験 

 

40m 
高 
低 
差 
（ D ｍ） 

水平距離 
（ L ｍ） 

A 

B 

１0° 

 
A 

７５°１０′３０″ 

２１５°２０′３０″ 

B 

C 

N 
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測線 
方位角 

［ ° ′ ″］ 
距離 

[m] Si 
緯距 

[m] Li 
経距 

[m] Di 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 
6-7 
7-1 

251 24 45 
307 51 50 
 15 09 44 
 72 07 03 
 52 28 53 
146 59 37 
237 23 16 

 25.436 
 22.551 
 24.639 
 38.329 
 27.778 
 36.584 
 50.991 

 －8.108 
   

  23.781 
  11.770 

   
－30.680 

 

－24.109 
 

   6.444 
  36.477 

   
  19.929 

 
合計 － 226.308    0.040    0.018 

閉合誤差＝0.044，閉合比=1/5,100 
運

搬 

運搬技術（理解度確認問題） 

１、パンツアコンベアの特徴として正しいものに○をつけよ 

（  ）切羽面に接してコンベアを設置するので、大部分の石炭は自からコンベアの中に入

り、残りはかき寄せるだけで入れることができるので、積込労力は他のコンベアに比べて著

しく少ない。 

（  ）移設は組立てたまま運転中にシフタ、ジャッキで行ったことができるので連続採炭

が可能である。 

（  ）チェーンはトラフの下側を通るのでコンベアの高さが低く、薄層採炭の場合でも作

業に支障をきたさない。 

（  ）トラフが強固であるので、カッタ、ホーベル、ローダなどの重機械を有効に使用する

ことができる。 

2、パンツアコンベアの据付に対する注意事項の正しいものに○をつけよ 

（  ）坑内に搬入する前に必ず試運転すること。 

（  ）駆動部は坑外で正確な芯出作業上、組みたてたまま搬入すべきであるが、分解搬入す

る場合でも坑内での芯出は正確に行ったこと。トラフへの取り付けボルトナットは完全に締

め付けること。新狂いがあると振動が発生し、電動機、流体接手、減速機のベアリングおよび

オイルシールやその他の部分の寿命を短くし、故障の原因となる。 

（  ）現場での小運搬には変形、破損を起こさないよう十分注意すること。 

（  ）駆動部をヘッドトラフに取り付けたまま吊り上げるときは、電動機や減速機を絶対

に吊らないで、ヘッドト、ラフを吊り上げること 

（  ）減速機の油量はコンベア傾斜を考えて、適正油量を入れること。 

（  ）流体接手の油量は電動機の特性を考えて、適正油量を入れること。 

（  ）切羽は直線化し、コンベアも直線化して上下に凹凸がないように設置すべきで、一方

カーブを絶対に作らないこと。 

（  ）積み込み口は巻き込まないように高さをとること。 

中間トラフを設置するときは、前後の向きを間違えないようにすること。 

（  ）チェーン、シャツクル、スクレーパは変形、磨耗のはげしいもの、欠陥のあるものを

絶対に使用しないこと。 

（  ）左右チェーンの長さが不揃のものは使用しないこと。 

（  ）調整用半端チェーンの１，３，５，７を入れておくこと。 

（  ）スプロケットドラム取り付ボルトは正規のものを使用し、代用品を使用しないこと。

また、廻り止めのピン、座金を必ず使用すること。 

（  ）傾斜が急な場合は、振動でずり下がるのでアンカー、ステーを完全に取ること。 

３、ベルトコンベア据え付け時の注意時項のうち正しいものに○をつけよ。 

①、 設置個所 

 （ ）コンベアの通りは直線にする。 

 （ ）コンベアと天盤、側壁又は障害物との間隔は敵当にとる。 

 （ ）帰りベルトと下盤との間隔は敵当にとる。 

 （ ）コンベアの落とし口（積み口）、及び鉱車への積み込み口は、落差の関係 

全

問

筆

記

試

験 
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   を考慮して敵当な高さとする。 

②、 駆動部 

 （ ）分解修理点検などに支障のない広さとする。 

 （ ）駆動部据え付けは敵当な固定方法、（例えば固定柱、引っ張り柱、ルーフボルト、コ

ンクリート基礎等）により十分に行った。 

 （ ）ドラム中心はフレーム中心に合わせる。 

③、 ヘッド部 

 （ ）プーリは水平とし、かつ、ベルト中心線に対して直角になるよう確実に取り付ける。 

④、 中間部のフレーム 

 （ ）フレーム中心線は一直線にし、又、左右平行、かつ傾きがないように 

   設置する。又、勾配変更部での継ぎ折れは一箇所で極端にさせない。 

 （ ）キャリヤ台、リタンローラブラケットの取り付けはベルト中心線に 

直角とし、確実に締め付けておく。 

⑤、 ベルト 

（ ）ベルトの接手部はベルト中心線に直角にする。 

（ ）落とし口（積み込み口）にはクッションローラを取り付ける。 

（ ）落とし口（積み込み口）その他必要な個所にはベルトクリーナを設ける。 

（ ）ベルトには敵当な張力を与える。 

理解度確認試験  （運搬技術：ワイヤーロープ） 

 問題１、通常斜坑巻揚機用として使用される６×７ワイヤーには、ラングよりロープが使

用される。その特徴として示す次の記述のうち、誤っているものを選べ。 

（１）ストライドとロープのより方向が同一である。 

（２）素線と外部との接触面が長く、部分的磨耗による損傷が少ない。 

（３）より角度が普通よりロープより大きいので、柔軟性にとみ寿命が長い。 

（４）キンクを生じることが少なく、取扱いが容易である。  

 問題２、ワイヤーロープに関する次の記述のうち、誤っているものを選べ。 

（１）ワイヤーロープのより方にはラングよりと、普通よりがあるが、ラングよりは、よりが

戻る性質があるので、荷を吊るした一端が自由に回転する場合は不適当である。 

（２）新品ワイヤーロープの切断試験時の伸び率は、２％程度である。 

（３）ワイヤーロープは一般には、引張り強さが強くなるほど腐食に対して弱くなる。 

また同一径のワイヤーロープは素線径が細くなるほど腐食に対して弱くなる。 

（４）シーブ径の小さい場合は、６×７ワイヤーより６×１９ワイヤーロープのほうが曲げ

疲労が少ない。 

 問題３、ロープの損傷のうち、キンクについて次の事項に答えよ。 

（１）プラスキンクとはどんな状態か正しいものに○をつけよ。 

  A）ロープのより方向にねじれたときにできるキンク。 

  B) ロープの長方向にねじれたときにできるキンク。 

（２）マイナスキンクを生じたとき、ロープ切断加重の減少率はどの位か。正しいものに 

  ○をつけよ。 

   A) 20～40％ 

  B) 50～80％ 

 問題４、巻揚装置に使用するロープの端止に用いられる合金ソケット止めに関する次の記

述のうち誤っているものを選べ。 

（１）長期にわたって使用すると、ソケットの入口付近で疲労断線する。 

（２）適正に施工された場合は、ロープ切断荷重の 90％まで保証できる。 

（３）坑内水がコース内部に浸入し、腐食断線を起こすこともある。 
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（４）合金の成分は鉛及び錫が主成分であるが、亜鉛も使用される場合がある。 

機

械 

理解度確認試験 （排水管理技術：揚水ポンプ） 

 問題１、ポンプが揚水量不足を生じる原因に関する次の記述のうち、誤っているものを選

べ。 

（１）回転数が少なすぎるとき。 

（２）吐出揚程が低すぎる。 

（３）内部磨耗があるとき。 

（４）吸込菅中にエアポッケトを発生したとき。    

 問題２、ポンプに関する次の記述のうち、正しいものを選べ。 

（１）通常設置されているポンプの吸込み高さは、ポンプ内が真空状態になるため約 10m ま

で水を吸い上げることができる。 

（２）ポンプの回転数が変わると、揚水量は回転数の２乗に、水頭は回転数に比例する。 

（３）往復動ポンプを始動するときは、呼び水を入れなければならない。 

（４）ポンプ起動の場合、吐出側に設置した弁はタービンポンプの場合全閉し、往復ポンプの

場合は全開しておかなければならない。   

 問題３、試運転にあたり、ポンプの起動前の注意事項としてあげた次の記述のうち、誤って

いるものを選べ。 

（１）給油状況、油面計の点検をすること。 

（２）カップリングボルトの取り付け前に、モータの回転方向を確認しておくこと。 

（３）ポンプを手回して動かぬときは、内部の焼付きや異物の食込み、あるいは軸心の不一致

等があることが考えられるので、開放して点検すること。 

（４）吸込側、吐出側とも弁が完全に開いていることを確認して、スイッチを入れること。 

理解度確認試験 問題 

ロードヘッダ、メンテナンス 

  （回答は下欄より選べ） 

１）ドラムが回転しない原因を 2つ書け。 

   （                               ） 

（                               ） 

２）ドラムが伸縮しない原因を 2つ書け。                

（                                ） 

（                                ） 

３）掻き寄せ腕が片方のみ回転する原因を 2つ書け。 

   （                               ） 

   （                               ） 

４）走行しない原因を１つ書け。 

   （                               ） 

５）減速機が異常音を発生し高熱を帯びている原因を１つ書け。 

   （                               ） 

６）コンベアが回転しない原因を１つ書け。 

   （                               ） 

７）第二コンベアが旋回しない原因を１つ書け。 

  （                           ） 

a,過負荷  b,ベアリング不良、c、作動油不足 d、歯車の損傷、 

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

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

m、減速ギヤの破損、n,サーマルリレーの作動 o,チェーンの磨耗  

〃 

電

気 

１．坑内外電気設備管理技術 

問題 1電気火災の平常の運転操作時における火源を 4つ述べよ。(20点) 

問題 2電気火災の異常時における火源を 4つ述べよ。（20点） 

問題 3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 4つ述べよ。（20点） 

問題 4鉱山用電気工作物を計画および設備するに当たって、感電防止ならびに電気 

全

問

筆

記

試
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に起因する火災を防止するために考慮しなければならない事項を 4つあげ 

よ。（20点） 

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

せのうちから選べ。（10点） 

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

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

は、電気用 （ハ） 、その他の （ニ） 保護具を備える等適当な措置を講じなければならな

い。 

(ｲ)        (ﾛ)          (ﾊ)         (ﾆ) 

(1)    300     バッテリ  ゴム長ぐつ  耐熱用 

(2)    300     裸充電部  ゴム手袋   絶縁用 

(3)    600     バッテリ  ゴム長ぐつ  耐熱用 

(4)    600     裸充電部  ゴム手袋   絶縁用 

問題 6電気機器等で間違っているものを選べ。（10点） 

(1) 主要電動機について、異常の有無を毎日 1回検査しなければならない。 

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

ければならない。 

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

密な検査をしなければならない。 

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

２．坑内電気設備管理技術 NO1 

問題 1電気機器設置場所の選定を 4つ述べよ。(20点) 

問題 2電気機器据え付け工事時の注意点を 4つ述べよ。（20点） 

問題 3抵抗測定上の注意点を 2つ述べよ。（20点） 

問題 4防爆形キャブタイヤケーブルの特徴を 4つ述べよ。（20点） 

問題 5電気工事の作業上注意を 4つ述べよ。（20点） 

３．坑内電気設備管理技術 NO2 

問題 1ベルトコンベアではベルトが動いているため、取扱いを誤ると大きな事故 

や災害につながりかねない。そのような事故や災害を防止するために保安装 

置を取り付けていますが、どのような保安装置が取り付けているか、名称を 

４つ書きなさい。 

問題 2問題１で書いた保安装置が、ベルトコンベアのどの位置に取り付けてある 

か書きなさい。〈入気斜坑ベルトとする〉 

問題 3電磁開閉器の過負荷（オ－バ－）保護のヒ－タ－の設定で CT（変流器）の容 

量１００／５＝最大１００Aの電流でヒ－タ－に５Aの場合ヒーターの設定 

値は（１００％とする）何 Aを設定するか下から選べ。（４４０V４０kw定格 

６５Aとする） 

１ ３．００A   ２ ３．２５A  ３ ３. ５０A  ４ ４. ５０A 

問題 4．ノーヒュズブレーカの故障と対策から、下から選び（ ）内に番号を入れよ 

起動電流により誤動作する。瞬時引外し電流値設定が（    ）起動電流で作 

動する。前述選定上の注意により（   ）を検討し、問題なければ一段高い 

ところに合わせる。 

  １（低すぎると）２（短絡電流）３（高すぎると）４（地絡電流） 

問題 5故障対処を下から選びなさい 

   １サーマルリレーが作動したまま      (        ) 

  ２低電圧引外線輪の断線              (        ) 

  ３内部ハンドルの折損                (        ) 

  ４防爆ケース内ハンドル挾み金の不具合(        ) 

 （Aボルトの緩みを直す、バネの点検）（Bコイルを取り替える)（ Cリセット 

する)（ D ハンドルを取り替える) 

４．掘進機械維持管理、各種機器整備技術 

正解は○、間違いは×  各（10点） 

問題 1切削モーターの温度 140℃で警報、170℃以上で自動停止する。（  ） 

問題 2油圧モーターのケーブルはポリエチレンース電線 1500V22㎟である。（  ） 

験 
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問題 3サーマルリレーの設定、油圧 65Aである。（  ） 

問題 4サーマルリレーの設定、高速 140Aである。（  ） 

問題 5運転手順は信号ベル釦入→油圧釦入→起動釦入→切削釦入（  ） 

問題 6ガスの定期検査は 3ヶ月に 1回行う。（  ） 

問題 7スイッチ内の点検で検査計器はメガ、テスターを使用する。 

問題 8 ケーブルの絶縁測定をしなくてよい。（  ） 

問題 9 本質安全防爆構造は電気発生するアーク又は火花がガスに点火するおそれがない構造

（  ） 

問題 10 防爆構造は特殊な工具をつかわないでいい。（  ） 

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。 

  （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。 

 

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 
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   (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

を行ったことが出来る。 

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

かせてから行った。 

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(  )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、人工呼吸法を行った。 

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った。 

d)脈拍なし      (  )  適切な体位に寝かせ、気道を確保する。 
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e)ショック症状  (  )寸刻を争って適切な止血法を行った。 

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 

保

安

技

術 

問１．坑内にて起こる可能性がある重大災害をあげてその内容を簡単に説明せよ 

問２．ガス・炭じん爆発が起こるメカニズムを簡単に図式化せよ 

問３．坑内火災に大きな影響を与えると思う特性を 4つ記せ 

問４．坑内火災防止の方法を 4つ記せ 

問５．坑内火災を兆候の段階で発見するための方法を 4つ記せ 

問６．退避訓練の目的について 2つ以上記入すること 

問７．図上退避訓練のポイントを 4つ以上記入すること 

〃 

   

 

 (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 

 ホテルグランドビクトリア会議室 

    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 1.1-4東カリマンタン地区研修カリキュラムを示

す。 

表 1.1-4東カリマンタン地区研修カリキュラム 12月 14日(木) 

時 間 教 育 内 容 通訳 

 9：30～ 9：45 

開講式挨拶 

・グヌン・ジョコハディ東カリマンタン州鉱山局課長 

・エコ GDM炭鉱部長 

 

 9：45～ 10：45(佐藤) 坑内掘り炭鉱の特徴 スクマナ 

11：00～11：45(ベニー) GDMの坑内掘り開発の進捗状況  

11：45～13：00（佐藤、濱崎、川田、

ベニー） 
質疑応答 

スクマナ 

チヤトル 

13：00～13：15 
閉講式 

・東カリマンタン州鉱山局アジ職員 

 

 

写真 1.1-101開講式風景                               写真 1.1-102研修風景 
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写真 1.1-103質疑応答風景 

 

③ 東カリマンタン州鉱山局：グヌン・ジョコハディ課長のあいさつ 

まず、東カリマンタン州鉱山局長が出席できないことについてお詫び申しあげま

す。この研修（セミナー）を開催され、GDM炭鉱が採用する坑内掘りに関する日本

の技術をこの場で共有することについて GDM炭鉱に心から感謝しております。FBS

炭鉱及びキタディン炭鉱時代の後に現在、東カリマンタン州では坑内掘りを実施

する炭鉱が GDM炭鉱しかなく、しかも日本の技術を採用しています。昔はロアクル

（Loa Kulu）地区で坑内掘り炭鉱もありましたが閉山しました。地質的には、東カ

リマンタン州では坑内掘り炭鉱を開発する可能性についてはポテンシャルは高い

ので、GDM炭鉱のプロジェクトが成功することを楽しみにしています。 

省エネルギー、エネルギー資源保護に関しては、電気の場合はバイオフューエルが

ありますが、石炭の場合はやはり坑内掘り炭鉱があります。現在、坑内掘り炭鉱を

開発、実施する会社がすくないので、GDM炭鉱が実施していることを評価しなけれ

ばならない。 

現在、東カリマンタンでは 637 か所の炭鉱があります。18 箇所は石炭鉱業事業契

約(PKP2B)の会社、127 個所は鉱業事業許可(IUP)の会社にあります。石炭の価格の

ことですが、坑内掘り炭鉱から生産された石炭の価格は石炭市場に競争できるよ

うに価格の調整も必要となります。露天掘り炭鉱では採掘された後に埋め立て工

程が必要となりますが、坑内掘り炭鉱の採掘後には埋め立て工程が必要ありませ

ん。出席者の皆様に、本日に発表される知識を習得できるように期待いたします。

政府関係も坑内掘りに関する政策方針も早く制定するように期待します。現在、東

カリマンタンの Taman Hutan Raya (Tahura=保護森林)ではたくさんの石炭埋蔵量

がたくさんあり、坑内掘り炭鉱に開発するために理解は深められていますが政府

の政策はその方向にはまだ至っていません。それに現在の石炭価格に対して、経済

的な FS の結果ではまだ可能ではありません。 

 

④質疑応答 

 ソフャンヌール氏（東カリマンタン環境局） 

- 保安に関するガスの管理はどう管理されますか？ 

佐藤指導員 : メタンガスだけでなく炭塵も爆発します。メタンガスが５％か

ら 15%の濃度で爆発するので濃度の管理をしなければならない。石

炭の中には濃度 100%のメタンガスがあり湧出したメタンガスの濃

度を通気システムにより希釈し、また希釈されたメタンガスの濃度

が上がらないように、通気設備を停止しないように管理することが
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大事です。火源も管理しないといけない。メタンガスの管理ができ

ても、炭塵も爆発しますので、炭塵の管理もしなければなりません。

その管理の方は水をかけなければならない。通気により炭塵もいろ

んな個所に浮遊していくのである個所に溜まったことを定期的に

確認して除去すること。 

ベニ炭鉱長 : GDM炭鉱ではガスを管理するシステムがあります。酸素、メタン

ガス、一酸化炭素を検知する設備が坑内の数か所で設置されており

管理室に集中監視モニターで確認をできます。ガスを管理する担当

者の確認がなければ入坑することができません。メタンガスの検知

器が電気を使用する設備とインターロックにより接続して、メタン

ガスを検知されたら通気設備関係以外の設備が自動的に停止させ

る。佐藤指導員が説明されたように通気システムはガスの希釈、作

業個所への空気の供給、設備から発生した熱を冷却するための機能

をもっている。 

- 災害時の退避の対応はどうか？ 

佐藤指導員 : 日本では坑内ではエアーマント、エアーハウスが設置され、酸素

マスク及び CO マスクの常備が必要。一時退避するための救急セン

ターも設置されてあります。災害が発生した時の退避方法はやはり

そのためのマニュアルを作成し、従業員に教育し、定期的に訓練を

実施しなければなりません。消火栓、消火ホース等消火設備の整備

をしなければならない。 

- 坑内の酸性水の排出方法は？ 

佐藤指導員 : 坑内の酸性水は坑外に排出し、シックナでｐH等様々な環境に適

正な条件を調整してから、環境に流す。 

 

- 坑内掘り炭鉱開発時には、必ず長壁式採炭を採用しますか？ 

佐藤指導員 : 長壁式採炭を採用することは限らない。地質条件によりいろん

な方式で採炭することができます。 

ベニ炭鉱長 : ルームアンドピラーは主に安定した炭層で採用する。長壁式採

炭は最大限の石炭を掘り出したい時に採用されます。GDM炭鉱では

ルームアンドピラー方式を採用できません。 

 ズルキフリ氏（リンブー / Limbuh炭鉱） 

- 天盤の管理はどう管理されますか？ 

佐藤指導員 : 支保はロックボルトと枠（鋼枠、木枠）があります。枠が受動的

支保、ボルトが能動的支保であり。ボルト支保がコストは安いです

が管理する必要があります。天盤にボーリングして計測するという

管理が必要になります。枠支保では目視で管理することができます。 

ベニ炭鉱長 : 地質の条件により、間枠、枠形状等の変更で天盤の管理をしてい

ます。管理するために、二つの方法があります。まず、目視による

管理。当たり付けの割れる音、形状測定などにより地圧の管理がで

きます。地圧は天盤からだけでなく、側壁、下盤からもあります。
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天盤の挙動変化を測定するためにテールテール（Tail Tale）及び

エクステンソメーターを使用しています。今までの基準がないので、

我々がその結果に基づいて基準を作りたい。 

- 天盤からの坑内水は先ほど説明されますが、下盤から出た坑内水はどう対応

及び管理されますか？ 

佐藤指導員 : 下盤から出た坑内水に対して、湧水箇所で掘ったバックに溜め、

揚水ポンプで坑外に排出する方法が基本。 

ベニ炭鉱長 : 坑内水に対して中継揚水システムで坑外に排出する 

- 坑内に取り入れた通気の質をどう管理されますか？ 

佐藤指導員 : 主要扇風機は排気側に設置し、各掘進個所には局部扇風機を設

置されます。基本的には通気関係の設備が停止しないように管理す

ること。しかし、故障時の対応手順を作らなければならない。 

ベニ炭鉱長 : 通気の質を保証するために、坑口の周囲で火災が発生して煙が

坑内入らないよう、坑口の周囲の自然を管理する。 

 

 ドウィ氏（JMB炭鉱） 

- 東カリマンタンのセブク島で海底に石炭が埋蔵されています。その詳細は海

の深さ４ｍ、その下に泥の深さ 10－15ｍ、その下に固いカバーが 15m、その

下に石炭の層があります。その地質状況で坑内掘り方式で採掘することが可

能ですか？ 

佐藤指導員 : できない。カバーの層が薄すぎる。 

 

 アジ氏（東カリマンタン鉱山局のスタッフ） 

- 坑内掘り炭鉱に女性が入坑できないと聞きますが、それは本当のことです

か？ 

佐藤指導員 : 日本では女性は坑内に入坑したら、炭鉱の神様が女性で、神様が

怒り、坑内が崩落するという話があります。ですが池島、三池、釧

路炭鉱を比較すると三池炭鉱では女性は入坑できませんでした。池

島では婦人会があって一年一回、従業員の奥さん達が坑内に入坑す

るという行事がありました。 

ベニ炭鉱長 : GDMでは女性は入坑することができますが、決められた条件を満

たし許可が必要です。 
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（表 1.1-5）東カリマンタン近隣炭鉱従業員等研修出席者名簿 

NO 

番

号 

NAMA 

名前 

INSTANSI 

機関 

JABATAN 

職位 

1 

Nur Saidah 

ヌール・サイダー 

DLH Kota Samarinda 

サマリンダ市環境局 

PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan 

HIdup) 

環境監視官 

2 

Ernestina 

エルネスティナ 

DLH Kota Samarinda 

サマリンダ市環境局 

PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan 

HIdup) 

環境監視官 

3 

Yesi Erika 

イェシ・エリカ 

DLH Kota Samarinda 

サマリンダ市環境局 

PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan 

HIdup) 

環境監視官 

4 
Dyah Maharani 

ディヤー・マハラニ 

DLH Kota Samarinda 

サマリンダ市環境局 

Ka.Bid Penataan Lingkungan 

環境規制部長 

5 
Sofyan Noor 

ソフャン・ヌール 

DLH Prov. Kalimantan Timur 

東カリマンタン州環境局 

Ka.Si Tahura (Taman Hutan Raya) 

保護森林課長 

6 
Aviv Alvano 

アフィッフ・アルファノ 

DLH Kota Samarinda 

サマリンダ市環境局 

Ka.Si PLH 

環境監視課長 

7 
Zulkipli 

スルキフリ 

CV. Limbuh 

リンブー（合資会社） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

8 
Manto 

マント 

CV. Limbuh 

リンブー（合資会社） 

HSE 

保安安全衛生スタッフ 

9 
Mahmud 

マームード 

CV. Limbuh 

リンブー（合資会社） 

HSE 

保安安全衛生スタッフ 

10 

Firman 

フィルマン 

PT. Jembayan Muara Bara 

ジェンバヤン・ムアラ・バラ（株式会

社） 

Wakil KTT (Kepala Teknik Tambang) 

副保安技術管理者 

11 

Dwi Muryanto 

ドウィ・ムルヤント 

PT. Jembayan Muara Bara 

ジェンバヤン・ムアラ・バラ（株式会

社） 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

12 

Sayid Abbas 

サイッド・アッバース 

PT. Trisensa Mineral Utama 

トリセンサ・ミネラル・ウタマ（株式

会社） 

Kepala Produksi  

採炭課長 

13 

Rudi 

ルディ 

KSU (Koperasi Serba Usaha) Karya 

Desa 

総合協同組合-カルヤー・デサ 

KTT (Kepala Teknik Tambang) 

保安技術管理者 

14 
Aditya Pratama 

アディティアー・プラタマ 

CV Indra Berjaya 

インドラ・ブルジャヤ（合資会社） 

Admin Produksi 

採炭課事務スタッフ 
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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 掘進技術 

北第二斜坑、南第二斜坑において掘進技術の

実技指導を行った。実績として北第二斜坑は

基点 155.7m(9/25)から 293.6m(2/13)位置まで

の 137.9mの掘進長、南第二斜坑は基点

152.5m(9/25)から 312.0m (2/30)位置までの

159.5mの掘進長となった。 

9/26～12/15 

1/15～2/13 

9/26～10/13 

11/3～11/27 

1/9～2/13, 

9/26～10/15 

11/7～12/8 

1/9～2/13 

30 

15 

41 

24 

37 

37 

41 

25 

保坑技術 
北第一斜坑、北第二斜坑、南第一斜坑、南第

二斜坑において保坑技術の実技指導を行っ

た。実績として掘進箇所においては水処理の

ための溝割り、バック掘り、掘進箇所後方に

おいてサイドダンプローダによる盤打ち整盤

を行い、軟弱切羽における掘進坑道維持に関

する技術の普及を図った。 

9/27～10/13 

10/11 

11/3～12/14 

11/3～2/9 

11/6～2/15 

1/10～2/9 

1/26 

1/29～2/8 

15 

5 

36 

27 

32 

40 

6 

13 

  探査・測量技術 掘進の進行に追随した坑道のセンター、腰線入

れの実技指導及び北第斜坑ベルト新設及び南

第一斜坑のベルトコンベアと鋼枠との離隔確

保のための各巻立部の施枠形状測定指導を実

施した。座学教育は、石炭層のコンター（等高

線）、払炭柱図作成及び平均稼行丈の算出法を

指導した。トラバース測量は坑内において、軌

道敷設測量、5目貫の連絡測量、坑外において

は各坑道の上部（地上）の沈下測量、大型巻と

ベルトの基礎測量を実施した。 

 

9/27～9/29 

10/2～10/16, 

11/7～1/28 

12/8～12/18 

1/9～12/19 

2/7,8 

10/9,13,11/3,17,

22,23,24,27,30 

11/20,22,1/30 

2/8 

10/3,4,16 

1/18,19 

9/29,10/6,11,11/

9,20,12/13,1/11 

2/6,12 

12/11,1/31, 

2/5,9,13 

6 

 

 

 

 

 

12 

 

14 

 

3 

3 

18 

 

 

11 

  坑内設計技術 巻立枠の設計、幹線坑道の設計、目的に沿った

目貫設定、合理的な採掘法での片盤坑道の設定

等の教育を実施した。 

10/11 

1/12,17,29,31 

2/6 

6 

運

搬 

坑内運搬技

術 

 

運搬設備管理

技術 

北、南第二斜坑に於いて、掘進の進行に沿っ

てミニコンベアの新設・移動、チェーンコン

ベアの短縮・取替を実施すると共に、整備工

場に於いて減速機等の整備、現場及び座学で

チェーンコンベア点検と故障の対策、ベルト

コンベア点検について指導を行った。 

11/8,11/18.11/27 

1/15 

11/8,1,26 

11/27,11/28 

11/29～12/1 

9/28,9/29,10/5, 

10/6,10/11,1/15, 

1/16,2/1,2/8 

24 

 

10 

10 

14 

32 

運転管理技術 
ベルトコンベアの運転管理法及びベルトコン

ベア保安保護装置についての指導を行った。 

12/12～12/15 18 

大型巻管理技

術 

大型巻室、南第一斜坑で軌道延長によるワイ

ヤーロープと軌条の点検、座学で運転操作法

とワイヤーソケットの加工法等について指導

を行った。 

10/2～10/3 

11/3,12/13.1/19,

2/8 

 

12 

 

6 
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 機械技術 

排水管理技術 

北第二斜坑、南第二斜坑にて坑内掘進の進行

に伴うポンプとバック座の新設、揚水系統管

理、ポンプ整備について随時指導を行った。 

10/7,10/10,10/12 

10/16,11/7,11/8, 

11/10,11/23, 

11/30,12/8,12/18

,1/9,1/11,1/31, 

2/9 

32 

 

掘進機械維持

管理技術 

整備工場でロードヘッダ伸縮部と掻き寄せ減

速機の整備及び互換性の為の改良、北・南掘

進現場にてロードヘッダ伸縮、掻き寄せ装置

の取替え指導を行った。 

9/26～10/16 

11/17～11/20 

12/13～12/18 

1/26～1/31,2/1～

2/13 

11/3～11/10 

12/8～12/11 

50 

 

 

 

 

32 

18 

各種機器の整

備技術 

整備工場において坑内で使用するエアーブロ

ックとコールピックの整備の指導を行った。 

12/11～12/12 

1/11～1/18 

6 

電気技術 坑外電気設備

管理技術 

坑口電気室において坑内全停するために主要

扇風機よりインターロック改善を行い、可燃

性ガス、一酸化炭素の新設指導、坑外貯水場

において電磁開閉器の切替え指導を行った。

GDM会議室に於いて誘導無線の導入について

の座学指導を行った。 

11/9,10 

9/27,28, 

10/6,10,11,11/8 

1/29,2/8 

2/9 

6 

 

5 

3 

8 

掘進機械維持

管理技術 

南第二斜坑において掘進進行に伴い電圧降下

対策、切削モーター接続、故障の原因、維持

管理についての指導を行った 

9/27～29,11/23, 

24,27～29,12/12 

13,2/12,13 

12/8,12,13 

2/2,6 

17 

 

 

4 

5 
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坑内電気設備

管理技術 

2目貫電気室において接地継電器、ガス、局部

扇風機よりインターロック改善指導、4目貫、

南第二斜坑、北第二斜坑においてミニベルト新

設指導、3目貫、南第二斜坑、北第二斜坑にお

いてポンプ電源ケーブル接続及び自動化指導、

南第二斜坑、北第二斜坑においてケーブルの維

持管理指導、2目貫電気室において電磁開閉器

取替え指導、南第一斜坑において局部扇風機取

替え指導、北第二斜坑において電動ダンプケー

ブル接続指導、南第一斜坑において電話ケーブ

ル接続指導 GDM 会議室において坑内外電気設

備管理技術、保安、災害事例、故障及び故障対

策等について座学指導を行った。 

 

 

1/10,12,16,17, 

2/1,6,9 

10/2,3,10,11/30 

12/11.12,1/11,15 

17～19,26 

10/4,5,11/3,6 

12/8,14,1/9,30, 

31,2/5,7 

10/2,9,11/24 

2/5 

11/6,7,17,20,23 

1/9,16 

1/10,2/9,13 

10/12,13,16 

11/21,22 

10/6 

10/6 

10/13 

10/13 

11/3 

11/3 

11/10 

11/17 

11/17 

11/24 

11/24 

11/30 

12/15 

12/15 

1/12 

1/19 

1/26 

16 

 

16 

 

 

12 

 

 

16 

 

16 

7 

5 

7 

 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

6 

6 

7 

7 

5 

6 

6 

6 

6 

5 

各種機器整備

技術 

坑外において電磁開閉器改善指導、電気機器

故障、修理について座学指導を行った。 

10/5,9,11/24 

11/10 

10 

 4 

保

安 

保安技術 

 

 

重大災害防止

技術 

座学教育によりガス炭塵爆発防止、坑内火災

防止及び退避マニュアルの作成ための指導を

行った。 

10/6 

10/13 

11/3 

11/10 

11/17 

11/24 

11/30 

12/15 

1/12 

1/19 

2/9 

5 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

5 

救急法技術 
GDM炭鉱主催の救急法講習会に立ち会い指導

を行った。 

11/17,24,30 

12/15,1/12,19 

60 

 

東

カ

リ

マ

ン

タ

ン 

東カリマン

タン地区近

隣炭鉱従業

員等研修 

坑内掘り炭鉱

技術 

坑内掘り炭鉱技術の啓蒙普及 12/14 14 
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1.1.3 研修結果 

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

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

には炭層を貫縫し、その際に湧水があり軟弱切羽となりその対応技術が必要となる。また今

年度から新たに小型ベルトコンベアの導入を試行しておりそれが有効に機能するよう指導

等を実施するために重点項目を 5項目に絞り込んだ。研修結果は以下のとおり。 

 

(1) GDM 炭鉱の 1,136 人（延べ数）の職員に対して現地指導を行った。 

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

した（14名参加）。 

(3) 北第二斜坑は基点 155.7m(9 月 25日)から 293.6m(2月 13日)位置までの 137.9m の掘進

長となった。 

(4) 南第二斜坑は基点 152.5m(9 月 25日)から 312.0m(2月 13日)位置までの 159.5m の掘進

長となった。 

(5) 本年度までの掘進長合計は 1,845.8ｍ（2月 13日)となり、残り北第二斜坑 259.3m、南

第二斜坑 181.0mで着炭予定である。 

(6) 本年 9 月頃を目途に試験切羽を終え、再来年夏頃を目途に本格生産となる見込みであ

る。  
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1.2 西スマトラチーム 

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

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

 

1.2.1 研修実施炭鉱の概要 

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

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

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

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

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

（鉱区）位置を図 1.2-1に示す。 

2017年 2月より会社の経営者が替わり、新経営者は露天堀、坑内堀共に増産を進めて積

極的に炭鉱操業を継続する方針である。 

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

AIC 坑の位置関係の図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1.2-1 AICJ炭鉱位置図（出所：MMR作成） 
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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 B層においては、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、偽傾斜にて坑内展開中で第 1斜坑、第 2斜

坑は材料運搬、揚炭の坑道である。 

2018年 3月から C層（B層下 35mにある）を新たに展開している。 

図 1.2-3 に 2017 年 12 月 31 日時点の AICJ 坑 C 層坑内掘進実績図（黒色の部分）を示

す。 

          

 
図 1.2-3  AICJ坑の C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 

第 3斜坑 

第 4斜坑 
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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。 

2017年は開坑以来最大の坑内堀生産量をあげた。 

        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 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

全体生産量 49,603 13,638 26,344 26,126 17,315 92,151 

坑内掘生産量 6,538 2,630 12,912 18,633 13,126 29,143 

掘進長     519.0 

・AICJ坑 

B層 

158.2 

・AICJ坑 

C層 

負傷者数 0 0 1 0 0 1 

 

表 1.2-2 2017年、2018年の AICJ炭鉱生産等推移表（月別）（人員、生産量、負傷者数、故障日数、能率等） 

 

※人員、故障日数のデータは 2017年 9月以降から取り始めた。 

 

(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・採炭及び坑内火災防止対策な

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、ピック掘進法、掘進能率管理。 
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② 採炭力の強化のための、柱房式採炭の残柱引き、山丈変化の対応、採炭能率管理。 

〈通気技術〉 

③ 新規区域開発のための通気管理、通気解析。 

〈炭鉱開発技術〉 

④ 新規区域開発のための坑内設計、生産計画。 

〈保安技術〉 

⑤ 坑内火災防止、災害率管理。 

〈運搬技術〉 

⑥ 底開き式炭車の製作、主要幹線坑道での直巻ホイスト操作システムの機械的管理。 

⑦ 経年劣化状況におけるベルトコンベヤ維持管理対策。 

〈機電技術〉 

⑧ ポンプ排水効率上昇のための維持管理。 

⑨ コンプレッサーの機械・電気的な設置・維持管理。 

⑩ 主要幹線坑道での直巻ホイスト操作システムの電気的管理 

⑪ 電気的に経年劣化した設備の点検整備・取替。 

⑫ 電気設備の稼働率管理。 

⑬ 局部扇風機のインターロック機能設置管理。 

⑭ 各種検定器等の整備。 

⑮ 坑内設備の運転停止表示の設置管理。 

⑯ 揚水ポンプ設置箇所の満水フロート設置管理。 

 

表 1.2-3  平成 29年度西スマトラチーム研修日程及び研修項目 

 

 

 

 

 

 

 

月

日付 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 2 3 6 7 8 9 10 13 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 11 12 13 14 15 18 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15

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

西スマトラ地区炭鉱研修

炭鉱状況調査等

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運搬設備製作・管理技術

②ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ維持管理技術

３．機械技術

①排水技術

②コンプレッサー維持管理技
術

４．電気技術

①ホイスト操作システム技術

②コンプレッサー設置・維持
管理技術
③経年劣化した各種機器整
備技術

④設備稼働率向上技術

⑤扇風機インターロック技術

⑥各検定器整備技術

⑦設備監視管理システム技
術
⑧ポンプ満水フロート設置管理技
術

備考
2月11月 12月 1月10月9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、AICJ 坑坑内 

② 研修内容 

        ・厚層の安全な採掘順番を理解させるため、AIC坑 C層において、上部は         

入口側より奥側に向かって採掘し、下部は奥側より入口側に向かって

するよう指導した。 

 

 

 

写真 1.2-1  山丈変化対応の指導 

         

図 1.2-4  厚層の採掘順序図 

 

 

 

・採炭箇所の残柱引きの方法の理解を向上させるため、AIC坑 C層の採炭箇所において残 

柱部分の採掘順序、空木組、漏風防止シート張り及び周囲の強度と荷重の関係、浮石点検 

等について指導した。 

上部（青色）は坑道入口側よ

り奥側に向かって採掘する。 

下部（赤色）は坑道奥側より

入口側に向かって採掘する。 
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写真 1.2-2  採炭箇所の残柱引きの指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-5  採炭箇所の残柱引きの順番（①から⑧の順番で採掘する） 

 

 

・採掘跡の空木組の間隔についての理解を向上させるため、AIC坑 B層採炭箇所の採掘跡 

の崩落箇所において現在の規格を見直し、空木の間隔を狭くするよう指導した。 

 

写真 1.2-3  空木組の間隔指導 

・坑内の狭小箇所等の改善作業量と将来の採掘計画の整合性に関する理解を向上させる 

ため、保坑必要箇所数・坑道密閉数・斜坑通路整備・車道枕木取替え数等の作業量を把 

握し採掘時期を決定するよう指導した。 

 

写真 1.2-4 保坑体制と採掘計画の指導 

空木組 

残柱部分 
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2)沿層掘進技術指導 

① 研修箇所 

 ・AICJ坑坑内 

② 研修内容 

 ・掘進能率を向上させる方法に関する知識を向上させるため、掘進箇所毎の掘削量、従事 

人数、目標能率との比較及び効率のよい運搬車の使用について指導した。 

 
写真 1.2-5 掘進能率向上の指導 

・ピック使用している AICJ坑 C層の切羽でピック使用についての注意事項を理解させる 

ため、ピック使用時の防塵マスクの着装、先受け切込み時の足場確保法等を指導した。 

  

写真 1.2-6  掘進切羽におけるピック使用法の指導 

・沿層箇所における発破作業、雷管の不発への対応の理解を向上させるため、親ダイナマ 

イトの取扱い、導通試験、発破母線、オーガーの操作性、芯抜き孔の接近と孔崩壊防止 

の関係及び電気雷管の構造と雷管の点火原理及び漏洩電流をなくすこと等について指 

導した。 

      
写真 1.2-7  発破前の結線の状況             写真 1.2-8  発破後の切羽の状況 
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写真 1.2-9   雷管の不発対応の指導             

・落盤災害防止、鋼枠坑道の維持法、溶接鉄柱の腐食に対する理解を向上させるため、落 

盤の要注意箇所として坑道の交差部付近で成木折損が散見されている箇所は重点的に 

打柱をすること、3年程度経過した溶接鉄柱は腐食に注意することを指導した。 

鋼枠の折損箇所 

   
写真 1.2-10  鋼枠の折損状況                   写真 1.2-11  補強の状況 

なお、2016 年度に水圧鉄柱の上柱部分を溶接して施枠の脚に転用するよう指導したが、

2017年度に実際に使用して結果は良好である。 

 水圧鉄柱 

写真 1.2-12 掘進切羽における水圧鉄柱の転用状況 

 

(2) 運搬技術 

1）底開き式炭車の製作技術指導 

①  研修場所 

 ・AICJ坑 

②  研修内容 
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・底開き式炭車の底扉の開放方法を理解させるため、底開き炭車製 図と製作材料の現物

で指導し、現行車輪軸間 550mmを 1,200mmに広げる為車輪取り付け部加工を指導した。 

 

写真 1.2-13 扉と装置の座学指導 
・底開き式炭車のブラケット取り付けの重要性を理解させるため、底扉部の拡張より車輪 

シャフトが邪魔にならない位置を測定し車輪シャフトのブラケットの配置、底板開閉装 
置は底板、フック、シャフト、開閉調整ばねの取り付け 底扉の開閉テストを行い底開 
き装置の製作を完成させた。技術を向上させた。 

写真 1.2-14  車輪ブラケット配置  写真 1.2-15 車輪取り付け 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 1.2-16 開閉装置の取り付け 写真 1.2-17 底扉開閉装置テスト 

 

2)ワイヤーロープ管理技術指導 

① 研修場所 

 ・AICJ炭鉱 

②研修内容 

・30馬力ホイストの維持管理技術向上の為、日常点検（始業点検）要領について、毎日 

の点検項目は各部ボルトの緩みはないか（叩いてみて緩みが無いとカンカン音がする） 

ブレーキ、クラッチハンドルピン、ボルトの緩み、調整ボルトはしっかりしているか、 

ライニングは擦り切れていないか、ロープの異常はないか等点検するよう指導した。 
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写真 1.2-18ベアリングカバーの点検       写真 1.2-19クラッチライニング部際締め 

・運搬設備管理技術向上の為、底開き炭車の運行計画に対し道中車、車道勾配等指導した。 

 
写真 1.2-20  道中車取り付け位置指導      写真 1.2-21 車道整備 

・主要幹線坑道での直巻きホイスト操作システム管理技術向上の為、底開き炭車運行計画に 

対し 16mmロープ巻取り手順、ロープ元固定方法、ワイヤーをホイストドラムに巻き始め 

るときの注意事項としてドラム地巻きのときはロープが緩まないようにロープを密によ 

せロープとロープに隙間がないように巻く、ロープに荷重がかかったときロープが食い 

込み乱まきになることがあるので、コース元はメタル流しこみ、Ｍコース等があるが現状 

ではクリップ止めの方法ですることを指導した。 

   

写真 1.2-22 ドラムに巻き取り           写真 1.2-23 コース元加工指導 

・ホイストロープ管理の為、ロープの片減り変形防止と摩耗削減装置として道中車とカー 

ブ箇所には立てローラーを設置してロープの損傷や摩耗防止をする等を指導した。 

    

写真 1.2-24 ロープの変形状態の指導 
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3）経年劣化状況におけるベルトコンベヤ維持管理技術指導 

 ① 研修場所 

 ・AICJ炭鉱 

②研修内容 

・ベルトの保護装置の取り付け場所、なぜ必要かを理解させる為、現場で各装置の図を見 

せながら機能等を指導した。 

 

写真 1.2-25 保護装置取り付け指導                

・経年劣化したベルトコンベアー維持管理の為、ベルト保護装置のうちローラー点検、ベ

アリング不良、ローラー不良原因を指導した。 

 

写真 1.2-26 ローラーの不良原因調査 

・経年劣化したベルトコンベアー維持管理の為、ベルト保護装置のうちローラー不良に対 

して分解手入れを指導した。 

    

写真 1.2-27 ローラー分解手入れ 

 

(3) 機電技術 

1）ポンプ排水効率上昇のための維持管理技術指導 

① 研修場所 
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・AICJ 現場作業場 

② 研修内容 

・ポンプ効率上昇の為、水中ポンプメンテナンス作業で点検、交換部品、補修の項目別に 

作業内容を指導した。 

       

 写真 1.2-28 水中ポンプ点検指導 

・ポンプ揚水効率上昇の為、排水管内掃除ピグ通し作業の目的、方法を指導した。 

 

写真 1.2-29 排水技術指導 

 

2）コンプレッサーの維持管理技術指導 

 ① 研修場所 

 ・AICJ鉱現場各所 

②研修内容 

・コンプレッサー維持管理技術向上の為、各点検機器、エアーフィルター、減圧弁、オイ 

ラー、電磁弁の各機器点検方法、特にドレイン対策と漏気対策をすること、定期的な点 

検項目としてエアーフィルター、減圧弁、圧力計等の項目を点検すること、またドレイ 

ン対策としてフィルターの製作と取り付けを指導した。 

  
写真 1.2-30  点検箇所、項目指導     写真 1.2-31 ドレイン対策フィルター 

・コンプレッサー維持管理技術の向上の為、日常点検項目と状況対策を指導した。 
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写真 1.2-32 日常点検項目と状況を指導 

 

3）ホイスト操作システム技術指導 

① 研修場所 

・電気室、現場詰所 

②研修内容 

 ・主要幹線坑道の直巻ホイスト操作システム管理の技術習得のため、ホイストの信号装置、 

巻揚機を運転するに必要な電気の知識、配電一般、電気街論、電気の種類、電気施設操 

作、ホイスト安全装置についての指導をした。 

   
写真１.2-33 ホイスト操作システム技術指導 

 

4） コンプレッサー設置・維持管理技術指導 

 ① 研修場所 

 ・電気室 

②研修内容 

・コンプレッサー設置・運転に関する電気的な維持管理技術習得のため、コンプレッサー 

の基礎知識・種類、コンプレッサーの周辺機器、コンプレッサーの圧縮技術、コンプレ 

ッサーの種類による分類の技術、コンプレッサーの選定方法、コンプレッサーの種類及 

び製品などについての技術を指導した。 

       

   写真 1.2-34   コンプレッサーの種類及び製品について 

 

5) 経年劣化した各種機器整備技術指導 

①研修場所 

・電気室 
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②研修内容 

 ・電気的に経年劣化した電気設備の点検整備・取替の技術習得のため、経年劣化への対 

応、維持費削減、事故防止に貢献、高圧機器関連、高圧電気設備更新目安、電気設備 

管理技術、最新電気設備劣化診断の技術動向、設備診断管理技術、電圧降下、インド 

ネシアでの電気設備の維持管理、電気設備の長寿命化の目的と方向性、高圧ケーブル 

の保守点検法、進相コンデンサ力率改善方法などについての技術指導を行い、また定 

期点検、メンテナンスの必要性を指導した。 

      

写真 1.2-35 電気知識の座学指導      写真 1.2-36 電気設備の長寿命化の目的と方向性について 

 

6) 設備稼働率向上技術指導 

① 研修場所 

・電気室、現場詰所 

② 研修内容 

・電気設備の稼働率管理技術習得のため、電気受変電設備診断と保守点検、ポンプ運転管 

理、受変電設備基準、高圧電線の種類太さ、高圧地中引込線施設の技術、受電室の施設、 

屋外に施設する受電設備、受電設備内結線、受電設備機器配電、高圧電線、受変電設備 

基準目的の技術を指導した。 

          
  写真 1.2-37 電気受変電設備診断と保守点検指導  

 

7) 扇風機インターロック技術指導 

① 研修場所 

・AICJ坑現場詰所 

② 研修内容 

・保安上必要な坑内外、各扇風機等のインターロック技術習得の為、インターロックが

必要な箇所、必要な設備等に関連する技術、インターロックの必要性等を指導した。

また、シーケンサを使用しての各機器に対するインターロック機構等についても指導

した。 
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 写真 1.2-38 インターロック技術指導 

 

8) 各検定器整備技術指導 

①研修場所 

・AICJ坑火薬庫周辺、AICJ 坑現場詰所、AICJ坑現場電気室 

②研修内容 

 ・電気設備保護管理及び検定測定器整備目的の為、グランドテスターの使用方法、使用要  
領、保管要領等の実技指導を関係者に指導した。又、保安規定に関する接地工事規定等  

を習得させる為に、グランドテスター測定結果資料に基づき、接地工事保安規定等を説    

明指導した。 

   
  写真 1.2-39  グランドテスター技術指導 

 ・坑内で使用するメタンガス検定器、発破検定器及び石炭分析計のメンテナンスに必要な  

技術習得の為、各検定器の分解、機器内部の部品チェック、部品個々の動作説明及び調  

整、最終的なチェック等の技術を指導した。 

      
  写真 1.2-40 ガス検定器メンテナンス技術指導  写真 1.2-41 発破検定器メンテナンス技術指導 

  

9) 設備監視管理システム技術指導 

①研修場所 

・AICJ坑現場詰所、AICJ坑現場電気室 

②研修内容 

・電気設備監視管理技術習得を目的として、全般的な、坑内電気設備、機器等の日常点検、  
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定期点検等、保護管理に必要な技術及び設備監視管理に関連する保安規定等の技術を 

指導した。 

   
  写真 1.2-42  設備監視管理技術指導 

 ・電気設備監視管理技術習得と技術向上を目的として、電気設備監視管理用の制御盤 

の製作、内部機器等の容量、機能等の選定、内部小型機器等の取付け、内部機器操作ケ 

ーブル接続、制御盤パネルに押ボタン、表示灯、電圧計、電流計等機器取付け指導をし 

た。 

    
写真 1.2-43 制御盤取り付け機器内容指導  

・電気設備監視管理技術習得と技術向上を目的として、電気設備監視管理の為、力率改善 

コンデンサの計算方法等の指導、設備監視盤内部動力部分の使用ケーブルについて電 

気容量にあった適合ケーブルの選定、監視盤動力ケーブル引き込み端子板の製作及び 

取り付け技術、力率改善用コンデンサ取付け、結線及びシステムの最終点検等の技術を 
指導した。 

 
写真 1.2-44 力率改善用コンデンサ取付け指導 

  

10) ポンプ満水フロート設置管理技術指導 

①研修場所 

・AICJ坑現場詰所 

②研修内容 

・フロートスイッチを使用したポンプ自動運転技術習得と技術向上の為、フロートスイッ 

チの設置方法、フロートスイッチの取付け位置調整方法、ケーブル接続方法等の指導と、   
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フロートスイッチを利用した小型ポンプの１台及び２台の自動運転技術、フロートス 
イッチの取り付け要領等を理解させ小型ポンプの自動運転技術を指導した。また、フロ 
ートレベルスイッチの制御範囲、取り付け及び接続方法、使用上の注意、排水自動運転、 

給水自動運転、及びフロートレベルスイッチの一般的な取付け方、狭い場所での取り付 

け方等についても指導した。 

          
写真 1.2-45 フロートに依るポンプの自動運転技術指導  写真 1.2-46 ポンプ自動運転技術指導 

・ポンプ自動運転の高度技術習得の為、シーケンサを使用してのポンプ自動運転技術で、 

シーケンサの概要、シーケンサの利用効果、シーケンサ制御とリレー制御との比較、シー 

ケンサ機器の種類（タイプ）、各機器（インプット、アウトプット、アナログカード等）の役割、設 

置取付け、通信ケーブル等の接続、シーケンサの、各種制御方式（順序制御、条件制御、

時間・計測制御、総括制御方式、自動制御、フィードバック制御）等制御に対する技術

について指導した。 

      

  写真 1.2-47 シーケンサ技術指導         

  
 (4)  保安技術 

1) 坑内保安技術指導 

① 研修場所 

・AICJ坑坑内、AIC坑坑内 

②研修内容 

・坑内作業における災害を減少させる目的で、災害率の一覧表等を作成すること、また落 

盤災害が発生した際の措置について理解を向上させるため、二次災害防止、退避経路の 

確保、関係各所の連絡等を指導した。 
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写真 1.2-48 災害率の管理指導 

・坑内火災の原因及び現時点で実施可能な消火方法及びベルトコンベヤによる坑内火災 

を防止する対策に関する理解を向上させるため、喫煙場所の指定、消火器の増設、散水 

ホース布設及びベルト坑道巡回時に下ベルトを頻繁に点検して漏炭と接触していない 

かチェックし漏炭掃除することを指導した。 

 
写真 1.2-49  下ベルトの漏炭接触防止の指導 

 

(5) 通気技術 

1) 通気管理技術指導 

① 研修場所 

・AIC坑坑内外、AICJ 坑坑内 

②  研修内容 

 ・新規区域の通気を確保するための理解を向上させるため、当面は風管の模様替え、戻り 

風利用による局部扇風機の増設を指導し、将来的には現在 AIC坑に使用している主要 

扇風機を AICJ坑 B層の主要通気に使用するため、土管（直径 1m、2線）を AIC坑 B層 

坑口から AICJ坑 B層通気坑口まで布設することを指導した。 

   

写真 1.2-50  通気構築物等の指導 

・コンクリートで坑道密閉する際の留意点と効率的な密閉法に対する理解を向上させる 

ため、密閉帯作り箇所において天井良好な場所を選び、周囲の亀裂にも漏風防止措置す 

ること、及び効率的な密閉法として流送充填法を指導した。 
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写真 1.2-51  密閉の留意点の指導 

 

2) 通気網解析技術指導 

① 研修場所 

 ・会議室 

② 研修内容 

・吹込み式主要通気で一部掘進箇所に戻風を使用する場合及び吸出し式主要通気で全体 

通気し、掘進箇所に吹込み通気する場合の通気回路網解析技術を習得させるため、風丸 

ソフトを使用し指導した。 

   

写真 1.2-52 通気網解析の指導 （吹き込み）   

 

 (6) 炭鉱開発技術 

1) 鉱山設計技術指導 

① 研修場所 

 ・事務所、AIC 坑坑内、AICJ 坑坑内 

② 研修内容 

・炭鉱の奥部開発により坑内にホイストを増設する必要があり、その安全な操作について理解   

させるため、AICJ 坑 B 層において預け線作り、合図の位置、函操作手順等を指導した。 
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写真 1.2-53  複数ホイスト操作の注意点の指導 

 
 

 

図 1.2-6 複数ホイスト、ホイスト合図、預け線の位置図 

・AICJ坑及び AIC坑の将来の採掘計画を踏まえた通気設備、運搬設備等の準備と現状の坑 

道維持計画作成の重要性を理解させるため、坑道維持の作業量の調査及び現状の坑内維 

持人員から必要作業計画表を作成するよう指導した。 

NO-1ホイスト 

NO-2ホイスト 

車 道 

預け線 

（実函２，空函２） 
NO-1 

ホ 

イ 

ス 

ト 

合 

図 

NO-2 

ホ 

イ 

ス 

ト 

合 

図 

車 道 



 

79 

 

写真 1.2-54 AIC坑 C層の狭小箇所での坑道維持調査指導 

・新規に坑口を選定する場合の考慮点に関する理解を向上させるため、AICJ坑 B層の西側 

区域の地表において湖近傍の断層の存在及び坑道延長が長くなり設備投資が増加する等 

を考慮することを指導した。 

 
写真 1.2-55  坑口選定の指導 

・保安生産に必要な施設購入・設置の時期等を判断するための理解を向上させるため、少な 

くとも 5年間程度の採掘計画図を作成し、それを年度毎に色分けして炭鉱全体の広がり 

を把握することを指導した。 

 
写真 1.2-56  年度別採掘計画図作成の指導 

 

 (7) 理解度確認試験、初期アンケート 

1)初期アンケート 

 初期アンケート内容を表 1.2-4に示す。 
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表 1.2-4  平成 29年度西スマトラチームの初期アンケート表 

 
 

2)理解度確認試験 

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

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 3回実施した。 

表 1.2-5 1回目理解度確認試験内容 

技

術 

問    題 備考 

採

鉱 

問 1.ピック掘進がツルハシ掘進に比べた際の利点欠点を３つずつ記載せよ。 

（各 10点 60点）    

問 2.掘進能率を管理する際の考慮事項を 2つ記載せよ。 （各 10点 合計 20点） 

問 3.柱房式採炭箇所の残柱引きの注意点を 2つ記載せよ。 （各 10点 合計 20点） 

全問筆記試

験 

保

安 

問 1.AICJ炭鉱における坑内火災の原因、対策を 3つずつ記載せよ。   

（各 10点合計 60点） 

問 2．災害率を管理する際の考慮事項を 4つ記載せよ。（各 10点 合計 40点） 

〃 

通

気 

問 1．問１．4箇所の掘進箇所を通気する場合の通気回路網解析をせよ。 

   条件は以下である。 （80点） 

掘進箇所 通気法 備考 

Ａ 坑外に 11kw扇風機を 2台

設置し、並列として

風管を 2線敷設する。 

坑口より遠い箇所を吹か

せる。 

Ｂ 坑外に 11kw扇風機を 2台

設置し、並列として

風管を 2線敷設する。 

坑口より遠い箇所を吹か

せる。 

Ｃ 坑内に 3.8kw の扇風機を

設置し、戻り風を使

用して通気する。 

坑口に近い箇所を吹かせ

る。 

Ｄ 坑内に 3.8kw の扇風機を

設置し、戻り風を使

用して通気する。 

坑口に近い箇所を吹かせ

る。 

 

問１は実技

試験、 

問２は筆記

試験 

質　問　項　目 回　　答　　欄

1 炭　鉱　名

2 専　門　分　野

3 所　属

4 職　位

5 名　前

6 年　齢

7 炭　鉱　経　験　年　数

8 研　修　参　加　年　数

9 これまで指導された主な項目

10 2017年度の研修期間に希望する指導項目

11 2017年度の研修期間に習得したい技術

12 そ　の　他　要　望　等
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問２．新規区域の開発において、通気管理する場合に考慮する事項を 2つ書け。 

（各 10点 合計 20点） 

炭

鉱

開

発 

問１． 操業中の以下の炭鉱の評価額をホスコルド法で計算せよ。 

実収残炭量 4 百万トンの炭鉱があり、300 億ルピアの起業費を投入すれば、年産 20

万トンを出炭し、7万ルピア/トンの利潤をあげることができる。 

報酬利率 15％、蓄積利率 6％とし、法人税は 40％とする。  （80点） 

     

 
      Ｖ：炭鉱の評価額 

        a：鉱山が毎年実現しうる純利益（法人税引き後の利益） 

      s：報酬利率 

      r：蓄積利率 

      n：可採年数 

            E：今後投下されるべき起業費の現在価値 

問２．新規区域の開発において、炭鉱評価する際に考慮する事項を 2つ書け。 

（各 10点 合計 20点） 

全問筆記試

験 

運

搬 
１． 経年劣化したベルトコンベア設備で使用するベルトの接合名を４種類記

入せよ。 

（各 15 点 60 点） 

 

２． 経年劣化したベルトコンベアの延長時の注意事項を４つ記載せよ。 

（各 10 点 40 点） 

 

〃 

機

械 
ポンプ揚水効率上昇のための維持管理のうち揚水効率低下の原因を５つ記

入せよ 

（各 20 点 100 点） 

〃 

電

気

１ 

１．ホイストの信号装置の種類はどんなものがあるか。 

  （イ）              装置 

  （ロ）              装置 

  （ハ）              装置 

  （二）              装置 

（ホ）              装置 

２．ホイストの信号方法（符号）はどんなものがあるか。 

  （イ） 

  （ロ） 

  （ハ） 

  （二） 

  （ホ） 

３．コンプレッサーについて（  ）のなかに下記より選んで数字を記入してくだ

さい。 

コンプレッサーとは、羽根車若しくは（   ）の回転運動又は（    ）の往復 

運動によって（  ）を圧送する機械のことである。（        ）ともいう。 

有効吐き出し圧力が２００KPa以下の圧縮機を（   ）という。 

① 気体    ② ロータ  ③ コンプレッサー  ④ ピストン 

⑤ ブロワ 

〃 
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４．電気コンプレッサーの分類と種類はどんなものがあるか。 

  分類１（       ） 

    １．            ２．      

  分類２（       ） 

    １．       ２．      ３．       ４． 

    ５．       ６．          ７． 

電

気

２ 

１、机上のガス検定器を点検して不具合箇所をチェックして、調整又は、補修して

ください。不具合箇所と補修要領を下記に記述してください。 

（各２５点） 

 
 

 不 具 合 箇 所     補 修 内 容 

１   

 

２   

   

実技試験 

 

表 1.2-6 2回目理解度確認試験内容 

技

術 

問    題 備考 

採

鉱 
問１．落盤災害を防止する基本的な対策を 2 つ記載せよ。  

（各 10 点 合計 20 点） 

問２．落盤を防止するための措置を 5 つ記載せよ。  （各 10 点 合計 50 点） 

問３．枠入れ不良の例を 3 つ書け。  （各 10 点 合計 30 点） 

全問筆記試

験 

保

安 

問１．保安教育についての重要事項を 5つ記載せよ。  （各 10点 合計 50点） 

問２．災害を減らすための重要なポイントを 5つ記載せよ。  （各 10点 合計 50

点） 

〃 

通

気 

問１．2箇所の掘進箇所を通気する場合の通気回路網解析をせよ。 

   条件は以下である。 （80点） 

掘進箇所 通気法 

Ａ 坑外に 75kw 扇風機を 1 台設置し、吸出し通気し、

3.8kw扇風機で入気を通気する。 

Ｂ 坑外に 75kw 扇風機を 1 台設置し、吸出し通気し、

3.8kw扇風機で入気を通気する。 

問２．新規区域の開発において、主要通気を吸出し式にする場合の利点を 2 つ記載

せよ。 

（各 10点 合計 20点） 

問１は実技

試験、 

問２は筆記

試験 

炭

鉱

開

発 

問１． AICJ坑の西側区域の開発計画における考慮ポイントを 4つ記載せよ。 

（各 10点  合計 40点） 

問２． AIC 坑 C 層の奥部区域を開発するに際し、考慮するポイントを３つ記載せ

よ。 

全問筆記試

験 
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（各 10点  合計 30点） 

問３． AICJ坑 B層の偽傾斜斜坑区域を開発する際に考慮するポイントを３つ記載

せよ。 

（各 10点  合計 30点） 

運

搬 
１） 主要幹線坑道のホイスト操作システム管理でホイスト運転前点検項目を 5 つ記入

せよ。   （各１０点） 

２）経年劣化したベルトコンベアー設備管理で日常点検が重要である。各点検部品

を２つ記入せよ。（各５点） 

〃 

機

械 
１） 排水設備管理で使用されるポンプの型式種類を３つ記入せよ。（各１０点 

２） 排水設備のポンプの内鉱山で最も多く使用される渦巻きポンプで分類するポンプの

名称を５種類記入せよ。（各１０点） 

３） ３）ポンプの保守管理で点検時に補修、取替を判断する状況を２つ記入せよ。（各１

０点） 

〃 

電

気

１ 

１．電圧降下の影響で下記の項目時、どんな状況、影響が想定されるか。 
１）電動機の運転 

  ・                                    
２）低電圧保護装置の動作 

  ・                                    
３）その他の影響 

  ・                                    
４）各種リレー、信号装置 

  ・                                    
２．電圧降下で下記の項目時、許容限度について記載しなさい。 
 坑内における配電系統末端の電圧確保 
１）各機器の端子電圧が定格電圧  ％ （配電系統の機器が通常運転状態時） 
２）電動機の起動時には定格電圧  ％ 
３）回転力の大きい。場合は  ％ 

３．電圧降下の対策を３つ記載しなさい。 
４．電圧降下の簡易計算式を用いて下記の事例で計算せよ。 
  電圧降下の簡易計算式 
   Ｖｄ＝Ｉ×Ｌ／Ｓ×９／１００（起動時の電圧降下式） 
   Ｖｄ＝Ｉ×Ｌ／Ｓ×３／１００（運転中の電圧降下式） 

Ｖｄ：起動時の線間電圧降下（Ｖ） 
Ｉ：起動する電動機の定格電流（Ａ） 
Ｌ：ケーブル長さ（ｍ） 
Ｓ：導体断面積（㎜㎡） 
但し，力率４１％ 導体温度３５℃ 

 ・３８㎜㎡キャブタイヤケーブル３００ｍに２２㎜㎡キャブタイヤケーブル 
  ２００ｍを接続して４４０Ｖ４０Ｋｗ電動機を運転した場合のケーブルによる 
  電圧降下は？ 電動機の定格電流は約７０Ａである｡ 
 ・２２㎜㎡と３８㎜㎡のケーブルを３８㎜㎡のケーブルの長さに換算すると 
  ３００ｍ＋２００ｍ×３８／２２＝６５４ｍ 

〃 
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 １）運転中の電圧降下 
   Ｖｄ＝Ｉ×Ｌ／Ｓ×３／１００＝                      
   電動機の端子電圧は                      
 ２）起動中の電圧降下 
   Ｖｄ＝Ｉ×Ｌ／Ｓ×９／１００＝                      
   電動機の端子電圧は                      

電

気

２ 

１．設備等を自動化にする為、現在ではシーケンサが多く利用されています、この

シーケンサの利用効果について述べよ。 （各１０点） 

１  

２  

３  

４  

５  

 

２、シーケンサプログラム命令の要素記号について、説明しなさい。（各１０点） 

Ｘ  

Ｙ  

Ｍ  

Ｔ  

Ｃ  

 

〃 

 

 

表 1.2-7 3回目理解度確認試験内容 

技

術 

問    題 備考 

採

鉱 
問１．発破掘進の注意点を 8 つ記載せよ。 （各 10 点 合計 80 点） 

問２． 鉄柱を鉄脚に使用する場合の注意点を 2 つ記載せよ。   

（各 10 点 合計 20 点） 

全問筆記試

験 

保

安 
問１． 落盤災害発生時の対処のポイントについて 7 つ記載せよ。  

 （各 10 点 合計 70 点） 

〃 
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問２． 保安確保のために実施する活動を 3 つ記載せよ。   

（各 10 点 合計 30 点） 

通

気 
問１． AICJ 坑 B 層の主要扇風機の設置方法は、新たに 30kw 扇風機を 4

台購入し、設置する方法と AIC 坑 B 層の 75kw 扇風機を移設する方

法、AICJ 坑 B 層と AIC 坑 B 層間に通気構築物を建設して連結し、

現在の位置で AICJ 坑 B 層を通気する方法の 3 種類が考えられる

が、それぞれの利点、欠点を記載せよ。 （各 10 点 合計 60 点） 

方法 利点 欠点 

30kw 扇風機を 4 台購

入し、新設する 

  

AIC 坑の 75kw 扇風機

を移設する 

  

AIC坑とAICJ 坑間に通

気 構 築 物 を 設 置 し 、

75kw 扇風機を現在位

置で使用する 

  

問２． AIC 坑の B 層及び C 層の終掘後に坑道密閉する場合に留意する事

項を 4 つ記載せよ。（各 10 点 合計 40 点） 

〃 

炭

鉱

開

発 

問１． 発破掘進する場合、AICJ 炭鉱の坑内開発設計で考慮する計画案を

4 つ記載せよ。（各 10 点  合計 40 点） 

問２． 炭車で揚炭する場合の生産計画について、考慮するポイントを３つ

記載せよ。（各 10 点  合計 30 点） 

〃 

運

搬 
１）経年劣化したベルトコンベア設備で起こる予測事故を３つ記入せよ。                                                   

（各１０点 合計３０点） 
２）直巻きホイスト操作システム管理等でホイストロープの日常点検項目を５つ記

入せよ。（各１０点 合計５０点） 
３）ホイスト操作システム管理等でホイストロープの形崩れが生じる原因を２つ記

入せよ。（各１０点 合計２０点） 

〃 

機

械 
１） 排水ポンプの効率上昇のために揚水設備保守管理のために行う作業を４項目記入

せよ。 （各１０点 合計４０点） 

２） 排水ポンプの揚水効率上昇ため行う排水管掃除の目的を２つ記入せよ。 （各１０点  

合計２０点） 

３） コンプレッサーの維持管理のうちエアーコンプレッサーの種類を４つ記入せよ。 

（各１０点 合計４０点） 

〃 

電

気

１ 

１．設備稼働率向上技術の中で過電流継電器の種類を４つ記載せよ。（２０点） 
２．設備稼働率向上のなかで誘導型過電流継電器の特長を４つ記載せよ。（２０点） 
３．設備稼働率向上のなかで熱動型過電流継電器の特長を２つ記載せよ。（１０点） 
４．設備稼働率向上のなかで電磁型過電流継電器（プランジャー型）の特長を１つ

記載せよ。（１０点） 
５．設備稼働率向上のなかで温度型過負荷継電器の特長を３つ記載せよ。（２０点） 
６．設備稼働率向上のなかで接地継電器の使用目的を記載せよ。（２０点） 

〃 
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電

気

２ 

,１．送配電線路の力率を改善した時にどの様な利点があるか、３項目記述しなさい。 

（各１０点） 

１  

２  

３  

 

 

2. 次の文中の（ ）内に、適当な言葉を入れなさい。(各１０点) 

  線路電流は負荷の力率に（  ① ）し、線路損失は線路電流の（  ② ）に

（  ③ ）して増減する。従って、負荷力率の改善は、損失軽減の一要素とな

る。 通常、配電線路の負荷力率の向上には、電力用（  ④  ）を負荷と

（  ⑤  ）に接続する方法が採用されている。 

①                            

②                            

③                            

④                            

⑤                            

 

,３．３０００Ｖ、８０ｋｗ、遅れ力率８０％の負荷の力率を１００％に 

するコンデンサ容量（ＫＶＡ）を計算しなさい。（２０点） 

 

負荷の皮相電力(Ｗ)＝                   

 

 負荷の無効電力(Q)＝  皮相電力(Ｗ)²―有効電力 

〃 

 

  

COS θ 
電力（Ｐ） 
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(8) 近隣炭鉱従業員等研修指導（4名で記載） 

1) 1回目 

① 研修場所 

 ・ETUUM、AICJ 炭鉱 

② 日時 

 ・12 月 4日 

③ カリキュラム 

表 1.2-8  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 

・メンバー紹介、スケジュール説明 

アセップ 

 9：00～ 10：10(野村) 
ヒューマンエラー防止、坑内採炭技術、 

主要通気法、坑口構築 
アセップ 

10：25～11：00(尾上) 台付けワイヤーロープ作成技術 アセップ 

11：15～11：30(竹内) 電気の種類と単位、抵抗、電力技術 ユリ 

11：30～12：00(宮岡) 電気メンテナンス用機器の使用、感電防止 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インドラ課長 
ユリ 

 

④ 受講者人数 

 ・27 名（西スマトラ地区にある近隣炭鉱技術者、公務員等） 

表 1.2-9  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 

 

ANDRIYO RUMA 

アンドリヨ ルマ 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

補修係員 

2 VEGGY JUNINDO MULYA 

ヴェッギー ジュニンド ムリャ 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

安全管理者 

3 VALENTIA RAHMADANI 

ヴァレンティア ラフマダニ 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

生産管理者 

4 MEDDY AZHAR 

メッディー アズハル 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

総務部長 

5 WULAN OKTA YUSRI 

ウラン オクタ ユスリ 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

会計係 

6 YOGI RIFENTA 

ヨギ リフェンタ 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

操業課長 

7 GUSWANDI SYARIF 

グスワンヂ シャリフ 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

生産管理者 

8 ALI IMRAN ＣＢＰ炭鉱 操業課長 
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アリ イムラン チャハヤ ブミ プラタマ炭鉱 

9 BUSRA RAHMANDA 

ブスラ ラフマンダ 

ＣＢＰ炭鉱 

チャハヤ ブミ プラタマ炭鉱 

操業課長代理 

10 HERMANSYAH PUTRA 

ヘルマンッシャ プトラ 

PSPN 炭鉱 

プトリ スリャ プラタマ ナチュラル炭鉱 

炭鉱長 

11 GATOT HERMANTO 

ガトト ヘルマント 

PSPN 炭鉱 

プトリ スリャ プラタマ ナチュラル炭鉱 

保安統括者 

12 ANDRE LESMANA 

アンドレ レスマナ 

ダスラト炭鉱 操業課長 

13 DODI KUSUMA 

ドディ クスマ 

ダスラト炭鉱 操業課長代理 

14 ARDI ASWARMAN 

アルディ アスワルマン 

ダスラト炭鉱 安全管理者 

15 ARDI SABDIKA 

アルディ サブディカ 

ミヨル プラタマ コール炭鉱 保安統括者 

16 HARY SETIAWAN 

ハリー セティアワン 

タヒティ炭鉱 操業課長 

17 VERY ARIANTO 

ヴェリー アリアント 

タヒティ炭鉱 保安統括者 

18 IQBAL 

イクバル 

オンビリン炭鉱 労働保安衛星担当者 

19 MANAP 

マナプ 

オンビリン炭鉱 計画係 

20 SYAFRON  

シャフロン 

NAL 炭鉱 

ヌサ アラム レスタリ炭鉱 

ラボラトリー 

21 FEBI RIZAL 

フェビ リザル 

NAL 炭鉱 

ヌサ アラム レスタリ炭鉱 

操業課長 

22 DWI SANTOSO 

デュウィ サントソ 

NAL 炭鉱 

ヌサ アラム レスタリ炭鉱 

坑内炭鉱長 

23 YULIANA SARI 

ユリアナ サリ 

デア炭鉱 看護婦 

24 RIDIASWAN 

リディアスワン 

AME 炭鉱 

アイル マタ エマス炭鉱 

副社長 

25 EDI NARWIN 

エディ ナルウィン 

サワルント市シカラン村 村長 

26 CECEP PANDU PERMANA 

チェチェプ パンデュ ペルマナ 

サワルント市サラク村 村長 

27 RUDI GUSLIANTO 

ルディ グスリアント 

サワルント市テュンプク タガフ村 村長 
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⑤ 開会挨拶 

・インドラ ETUUM 課長の開会挨拶 

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

 地下資源は大切に開発する必要がある。 

 坑内堀は自然を大事にして開発できる。 

  研修生はこのチャンスを生かして日本人技術者から知識を吸収し、坑内堀炭鉱に貢献 

してほしい。 

⑥研修内容 

・近隣炭鉱従業員・公務員に対して保安技術、採鉱技術、通気技術、炭鉱開発技術の知識

を向上させるため、ヒューマンエラー防止、炭柱式採炭のポイント、主要通気法、坑口

構築等を指導した。 

・機械技術はワイヤーロープで台付けロープの製作実技指導し材料運搬、機材の移動等に

使用され編み方、つり角度で強度に違いがあるなど理解させた８ｍｍロープ５本を使

い実際にサンプルを製作させ技術の向上を図った。 

・電気技術の知識を向上させるため、電気の種類と単位、抵抗、電力技術等を指導した。 

・近隣炭鉱従業員・公務員に対して、日常のメンテナンスの重要性と感電災害の怖さを 
認識させる為に、測定器の使用方法と感電時の人体の影響等を理解させ指導した。 

   

写真 1.2-57  保安技術指導                    写真 1.2-58  機械技術指導 

   

写真 1.2-59  電気技術指導                  写真 1.2-60 電気技術指導 

⑦質疑応答 

1)質問：柱房式以外の採掘方法があるか？ 

回答：長壁式採炭とか、水力採炭がある。 
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2)質問：炭柱の幅の決め方は？ 

回答：残柱の幅は、概ねその採掘深度の 1/10程度が適当で、深度が 50mであれば、炭柱

幅は 5m である。 

3)質問：自然発火の効率的な消火方法は？ 

回答：CO測定、温度測定を密に行い、自然発火箇所を水没させる方法が一番確実である。 

4)質問：ガス爆発対策として避難所は設けることは有効か？ 

回答：坑内が広くなれば退避所は設置するが、通常よりガス管理してガス爆発を起こさな

いことが大切だ。 

5)質問：吸込み式通気と吹込み式通気はどちらがよいか？ 

回答：主要通気方式としては扇風機停止時のガス湧出が少なくなる吸出し式通気がよい。 

6)質問：小規模な坑内堀炭鉱の保安教育法、健康診断、8時間労働はどうか？ 

回答：炭鉱の規模によらず、鉱山保安法、労働法等は同じである。 

7)質問：柱房式採炭で安全に残柱を採掘する方法は？ 

回答：採掘跡に空木組をすることである。 

8)質問：地表よりの深度が深くなれば採掘による地盤沈下の影響はあるか？ 

回答：一般的に坑内採掘すれば、深度によらず地盤沈下は生じる。 

 

⑧閉会挨拶 

 ・インドラ課長の閉会挨拶 

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

研修生の皆さんは今日の研修結果を職場に生かしてほしい。 

 

2) 2回目 

① 研修場所 

 ・ETUUM、AICJ 炭鉱 

② 日時 

 ・2月 5日 

③ カリキュラム 
表 1.2-10 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 

・メンバー紹介、スケジュール説明 

アセップ 

 9：00～ 10：00(野村) 
災害発生時の措置、主要扇風機の選定、不要鉄柱の有

効活用法 
アセップ 

10：15～10：45(尾上) ノギス測定法 アセップ 

11：00～11：45(竹内、宮岡) 集中監視室システム、用途別監視項目 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 

16：00～16：15（野村、竹内、宮岡、

尾上） 
質疑応答 アセップ、ユリ 

16：30～16：45 
閉講式挨拶 

・ETUUM 
ユリ 
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④ 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 1.2-11  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 

 

SYARFIKA NIMAREI 

シャルフィカ・ニマレイ 

NAL 炭鉱 

ナル 炭鉱 

採鉱係員 

2 RIDHO ETZA PRATAMA  

リドー・エットザ・プラタマ 

AICJ炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

坑道維作業者 

3 VALENTIA RAHMADANI 

バレンティア・ラフマダニィ 

AICJ炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

鉱務職員 

4 GUSWANDI SYARIF 

グスワンディ・シャリフ 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

採鉱係員 

5 ADLIN NAFTIKA HARDI 

アドリン・ナフティカ・ハルディ 

MPC炭鉱 

ミヨル・プトラ・コール炭鉱 

採掘係員 

6 FANDI SAPUTRA 

ファンディ・サプトラ 

MPC炭鉱 

ミヨル・プトラ・コール炭鉱 

電気係員 

7 RIKO DAYULISMAN 

リコ・ダユリスマン 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

操業係員 

8 ARDIANTO 

アルディアント 

TAHITI 炭鉱 

タヒティ炭鉱 

保安責任者 

9 JAFRI 

ジャフりー 

ESDM 西スマトラ州エネルギー鉱物資源省事

務所 

職員 

10 REZA FAHLEVI 

レザ・ファフレヴィ 

ESDM 西スマトラ州エネルギー鉱物資源事務

所 

職員 

11 VERY ARIANTO 

フェリー・アリアント 

TAHITI炭鉱 

タヒティ炭鉱 

採炭係員 

12 HENDRIK PUTRA 

ヘンドリック・プトラ 

NAL 炭鉱 

ナル 炭鉱 

生産管理係員 

13 RIKO FIRNANDO 

リコ・フィルナンド 

ESDM 西スマトラ州エネルギー鉱物資源省事

務所 

職員 

14 ARDI JUNAIDI 

アルディ・ジュナイディ 

ESDM 西スマトラ州エネルギー鉱物資源省事

務所 

職員 

15 ADMIZAL NAZKI 

アドミザル・ナズキ 

ESDM 西スマトラ州エネルギー鉱物資源省事

務所 

課長 

16 ALI IMRAN 

アリ・イムラン 

CBP炭鉱 

チャハヤ・ブアナ・プトラ炭鉱 

保全 

17 ADELINO SANDHA 

アデリノ・サンダ 

ESDM INSPEKTUR TAMBANG西スマトラ州エネ

ルギー鉱物資源省事務所 

保安監督 

18 ARIBAWA 

アリバワ 

ESDM INSPEKTUR TAMBANG西スマトラ州エネ

ルギー鉱物資源省事務所 

保安監督 

19 IRFAN FERNANDO AFDAL 

イルファン・フェルナンド・アフ

ダル 

ESDM INSPEKTUR TAMBANG西スマトラ州エネ

ルギー鉱物資源省事務所 

保安監督 

20 HENDRI M SIDDIK 

ヘンドリ・エム・シディック 

ESDM INSPEKTUR TAMBANG西スマトラ州エネ

ルギー鉱物資源省事務所 

保安監督 

21 NOR SUHENDRIL 

ノル・スヘンドリル 

AME炭鉱 

アイル・マタ・エマス炭鉱 

操業係長 

22 RIDASWAN 

リダスワン 

AME炭鉱 

アイル・マタ・エマス炭鉱 

施設係員 

23 MUHAMAD FAUZAN HAMDI 

ムハマド・ファウザン・ハムディ 

ESDM INSPEKTUR TAMBANG西スマトラ州エネ

ルギー鉱物資源省事務所 

保安監督 
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24 AGUS MARDISON 

アグス・マルディソン 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

事務員 

 

25 EMI KURNIA 

エミ・クルニア 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

事務員 

 

26 WULAN OKTA YUSRI 

ウラン・オクタ・ユスリ 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

事務員 

27 MIRANDA PUTRI 

ミランダ・プトリ 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

事務員 

28 YOGI RIFANSA 

ヨギ・リファンサ 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

坑内炭鉱課長 

29 ANDRI SYAPUTRA 

アンドリィ・ヤプトラ 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

炭鉱長・保安責任者 

30 ABDUL MADJID 

アブダル・マジド 

ESDM INSPEKTUR TAMBANG西スマトラ州エネ

ルギー鉱物資源省事務所 

保安監督 

31 REMI MAFANKA 

レミ・マファンカ 

ESDM INSPEKTUR TAMBANG西スマトラ州エネ

ルギー鉱物資源省事務所 

保安監督 

32 WAGINO 

ワギノ 

AICJ 炭鉱 

アライド インド コール ジャヤ炭鉱 

機械係員 

33 HASDI 

ハスディ 

自治体 サラク郡長 

34 EDI NARWIN 

エディ・ナルウィン 

自治体 シカラン郡長 

⑤ 開会挨拶 

・バンバン所長の開会挨拶 

 JOGMECと HRDCGMCの協力により本研修事業は実施されている。 

 西スマトラ地域で坑内堀炭鉱技術を広めること、安全な坑内炭鉱技術の紹介を目的と

する。 

   研修生はこの機会を生かして坑内堀技術を入手してほしい。 

   MMR、AICJ炭鉱の協力に感謝する。 

⑥ 研修内容 

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

扇風機の選定、負傷者発生時の報告、負傷者に対する緊急処置、鉄柱の掘進坑道での活 

用法等を指導した。 

・近隣炭鉱従業員・公務員に対して機械技術の基本で測定器具の使用法を座学とノギスを 

  使用して測定、メモリの読み方を指導した。 

・日本の坑内炭鉱に於いて使用している設備の電気技術を指導することで、高度な日本の 
炭鉱技術を分かってもらい、少しでも現場の炭鉱で役に立たせてもらう目的で、日本の 
炭鉱の集中監視技術等について、研修指導を行った。 

       

            写真1.2-61 保安技術指導                写真1.2-62  機械技術指導 



 

93 

       

写真1.2-63  電気技術指導             写真1.2-64  電気技術指導 

⑦ 質疑応答 

1)質問：AICJ炭鉱で死亡災害が落盤で発生したとのことだが、その後どのような対策を 

取ったのか？ 

回答：事故発生時は木柱で支保していたが、本災害を期に鉄枠を主に使用することとし 

ている。 

     浮石点検と除去、切羽点検、成木当付け強化等に取り組んでいて、その後負傷者 

は現在まで発生していない。 

2)質問：AICJ炭鉱の主要扇風機の選定について、土管を排気施設に使用する考えもある 

ようだが、土管の寸法等は？ 

回答：AICJ 炭鉱の主要扇風機の選定については現在検討中であるが、現在使用してい 

る主要扇風機を移設しないで引き続き他区域の主要扇風機として使用する場合

は、内径が 1m程度の土管を 2線敷設する計画がある。 

3)質問：親ダイナマイトの装填位置について、口元側か孔尻側とし、親ダイナマイト 

を増しマイトの間に装填する起爆方法が駄目な理由は？ 

回答：雷管の構造は雷管の前方側に起爆力を集中させるように設計されている。 

     増しマイトを親ダイナマイトの雷管の起爆方向と反対側に装填すれば、起爆力

が十分に伝わらずに増しマイトが残留する可能性があるためである。 

⑧ 閉会挨拶 

・インドラ課長の閉会挨拶 

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

研修生が技術習得したことをうれしく思う。 

この研修を基に、更によい研修にしていきたい。 
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(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

者数 

採

鉱 

技

術 

採鉱技術 採炭技術 ・山丈変化への対応 

・残柱引き方法 

・採掘跡の支保 

・保坑体制と採掘計画 

10/2 

10/11～11/21 

12/11～1/10 

11/9～1/18 

2 

8 

8 

5 

沿層掘進技

術 

・掘進能率管理法 

・ピック掘進法 

・落盤災害防止 

・発破、爆薬類の取扱い 

9/26～11/8 

9/27 

10/6～1/19 

10/16～2/13 

5 

2 

5 

32 

運 

搬 

技 

術 

運搬技術 運搬設備製

作、管理技術 

・底開き炭車の扉と装置構造等 

・底開き炭車の製作 

9/28～10/5 

10/6～2/13 

12 

35 

ワイヤーロ

ープの管理

技術 

・ホイストロープ維持管理 

・30馬力ホイスト等管理 

9/29～1/12 

11/24～1/30 

9 

20 

経 年 劣 化 状

況におけるベ

ルトコンベヤ

維 持 管 理技

術 

・ベルトの保安装置、流体継ぎ手取り付け 

・ローラー点検、ローラー不良原因 

11/3～11/27 

11/7～2/12 

12 

8 

機

電

技

術 

機械技術 ポンプの揚

水効率上昇

の為の維持

管理 

・ホンプメンテナンス時の作業項目 

・排水管掃除ピグ通し作業  

1/29～1/15 

11/20～1/17 

4 

4 

コンプレッ

サーの維持

管理技術 

・コンプレッサー維持管理 

・コンプレッサーの日常点検と状況対策 

9/27～1/19 

1/22～2/8 

8 

5 

電気技術 ホイスト操

作システム

技術 

・ホイスト信号装置等について 

・巻揚機を運転するに必要な電気知識,分類等 

・ホイスト安全装置 

9/28-10/2 

10/3-11/29 

1/15-1/17 

4 

18 

12 

コンプレッ

サー設置・維

持管理技術 

・コンプレッサーの基礎知識・種類,分類等 

・エアーコンプレッサーの選定方法（圧力損失に

ついて）、種類他 

10/10-10-16 

11/30-12/11 

10 

3 

経年劣化し

た各種機器

整備技術 

・劣化への対応、維持費削減、事故防止に貢献,電

気設備更新目安等 

・電圧降下について、設備点検等について 

11/3-12/12 

 

12/14-1/22 

13 

 

13 

設備稼働率

向上技術 

・電気受変電設備診断と保守点検等について 

・電気の基礎 電気とは何か電流の元概論,電流

とは電子の移動概要 

11/9-1/31 

2/1-2/13 

14 

17 

扇風機イン

ターロック

技術 

・インターロックの必要性、インターロックの必

要な箇所、必要な設備、シーケンサ技術を活用し

たインターロック技術 

10/11 1 

各検定器整

備技術 

・グランドテスターの測定法及び管理法及び保安

規定 

・メタンガス検定器、発破検定器、石炭分析計の

分解整備及びメンテナンス技術    

10/11～10/16 

 

10/13～1/29 

 

7 

 

16 

設備監視管

理システム

技術 

・全般的な電気設備の日常点検、定期点検、保護

管理等 

・設備監視管理システム用制御盤製作 

・力率改善コンデンサ容量計算、コンデンサの取

付け、シーケンサ技術による制御技術 

9/28～12/13 

 

10/4～1/12 

1/15～1/19 

1/29～2/13 

9 

 

28 

6 

17 

設備監視管 ・フロートスイッチによるポンプ自動運転技術 11/23～11/27 4 
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理システム

技術 

・シーケンサによるポンプ自動運転制御技術 12/11～1/8 11 

保

安

技

術 

保安技術 

 

坑内保安技

術 

・災害率の管理法 

・坑内火災防止 

 

10/4～2/12 

10/10～12/18 

26 

5 

通

気

技

術 

通気技術 通気管理技

術 

・新規区域の通気管理 

・密閉の留意点 

9/28～1/11 

12/15～2/8 

15 

9 

通気網解析 ・新規区域の通気網解析 11/3～11/30 5 

炭

鉱

開

発

技

術 

炭鉱開発

技術 

鉱山設計技

術 

・新規区域の坑内設計 

・坑内設計と坑道維持計画 

10/5～11/6 

11/13～2/8 

11 

24 

近

隣

炭

鉱

従

業

員

等

研

修

指

導 

通気技術 通気技術 ・主要通気法 
・主要扇風機の選定 

12/4 

2/5 

27 

34 

採鉱技術 採炭技術 ・炭柱式採炭 
・鉄柱の有効活用 

12/4 

2/5 

27 

34 

保安技術 保安技術 ・ヒューマンエラー防止 
・負傷者発生時の措置 

12/4 

2/5 

27 

34 

炭鉱開発

技術 

炭鉱開発技

術 

・坑口構築 12/4 27 

機械技術 炭鉱機械設

備技術 

・台付けワイヤー製作技術 

・測定工具、ノギス、マイクロ使用法 
12/4 

2/5 

27 

34 

電気技術 ・電気保安

技術 

・電気の種類と単位、抵抗、電力技術 

 
・電気メンテナンス用測定機器の使用方法 
・感電防止、感電が人体に与える影響について 
・集中監視装置について 
・集中監視システム、用途別監視項目について 

12/4 

 

12/4 

 

2/5 

2/5 

27 

 

27 

 

34 

34 
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1.2.3 研修結果 

今年度から新たに坑口を開坑して発破作業を実施しており、安全に掘進するよう指導等

を実施し、以下の研修結果となった。 

 

(1)AICJ 炭鉱の延べ 877人の職員に対して現地指導を行った。 

 

(2)近隣地域の公務員、炭鉱職員に対するセミナーを 2回開催し、AICJ炭鉱における取 

組を紹介し 1回目 27 名、2回目 34名が参加した。 

 

(3)今年度の坑内掘生産量は過去最高の 29,143 ﾄﾝとなり、昨年度と比較して 220％の生 

産量となった。 

 

(4)理解度試験の結果、当初平均点を 80点と想定したが、平均 96.7 点となり、AICJ 職 

員の知識向上に繋がった。 
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1.3 選炭環境保安普技術普及・促進チーム 

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

① HRDCGMC が指定する研修箇所で研修を実施する。 

② 研修回数 12 回、研修箇所 12箇所を目標とする。 

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

努める。 

・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。 

 ⇒HRDCGMC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。 

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 

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。研修終了時には理解度確認試験を実施し、研修生の理解度を把握

した。また同時に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。 

更に、研修先へのアンケートを実施し、当研修に期待することも調査を実施した。 

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

確認試験結果を示す。 

 

（１） 西ジャワ州バンドンイスラム大学保安研修 

1) 期間： 平成 29 年 9月 25日(月)～9月 28日(木) 8：00～16：00（4日間） 

1 保安研修（ﾊﾞﾝﾄﾞﾝｲｽﾗﾑ大学） 9月25日 9月28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3日 10月6日 学生・講師 46 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9日 10月12日 学生・講師 33 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 60 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13日 11月16日 学生・講師 41 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20日 11月22日 学生・講師 39 坑内掘り炭鉱保安教育

7 保安研修（ﾗﾝﾌﾞﾝﾏﾝｸﾗｯﾄ大学） 12月4日 12月6日 学生・講師 40 坑内掘り炭鉱保安教育

8 保安研修（ﾊﾞﾝｶ･ﾌﾞﾘﾄｩﾝ大学） 12月11日 12月14日 学生・講師 41 坑内掘り炭鉱保安教育

9 保安研修（地質鉱山高等専門学校(AGP)） 1月9日 1月11日 学生・講師 42 坑内掘り炭鉱保安教育

10 保安研修(ﾄﾘｻｸﾃｨ大学) 1月22日 1月25日 学生・講師 40 坑内掘り炭鉱保安教育

11 保安研修（ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀﾅｼｮﾅﾙ技術大学） 2月6日 2月8日 学生・講師 40 坑内掘り炭鉱保安教育

12 保安研修（UPNﾍﾞﾃﾗﾝ･ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ大学） 2月9日 2月14日 学生・講師 40 坑内掘り炭鉱保安教育

10月 11月 12月 1月 2月

2017年　研修実施計画

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

研修期間

9月
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2) 場所： バンドンイスラム大学工学部鉱山学科 

3) 研修生：工学部鉱山学科第 7学期 40名。（インドネシアの大学制度では、半年間を 1

学期としている。第 7学期は 4年生に相当する。）男子 32名女子 8名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山の採掘法、採炭法 31 77.5% 

2 保安技術 14 35.0% 

3 通気技術 12 30.0% 

4 坑内運搬技術 8 20.0% 

5 石炭に関する技術 4 10.0% 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』 

NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 西スマトラのサワルントの坑内掘り炭鉱研修センター（ＥＴＵＵＭ） 35名 87.50% 

 

4) 研修カリキュラム： 
研修第 1日目 9月 25 日(月) 

時 間 教 育 内 容 

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

池島炭鉱概要 

 9：00～ 10：00 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 26 日(火) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

 9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 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 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 27 日(水) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気観測技術 
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 9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

  

研修第 4日目 9月 28 日(木) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

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

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 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(バンドンイスラム大学) 
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100 

『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」、「通気網解析技術」が 17名と多く、次に「全部」16名であった。 

表 1.3-1 ２１：本研修で最もためになった科目(バンドンイスラム大学) 

科目（複数回答） 回答数 

通気技術 17 

通気網解析技術 17 

全部 16 

坑内採掘保安技術 15 

図上退避訓練 13 

自然発火防止技術 13 

危険予知訓練と指差呼称 12 

選炭技術 12 

通気観測技術 11 

坑内火災防止技術 11 

ガス炭塵爆発災害事例 10 

災害事例 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 

石炭品質技術 7 

鉱山の経済性評価 6 

池島炭鉱概要 6 

インドネシア法規：鉱山保安法について 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」5名、「インドネシア法規：鉱山保安法について」3名、「ガス炭塵爆発災

害事例」1名及び「災害事例」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(バンドンイスラム大学) 

科目（複数回答） 回答数 

坑内掘り鉱山の発破技術 3 件 

岩盤工学 3 件 

坑内掘り金属鉱山 3 件 

坑内掘りの自己保護器 3 件 

鉱山救急法 2 件 

実技科目・実技の数を増やしてほしい。 2 件 

坑内掘り炭鉱で使われている積み込みと運搬の機械・設備 2 件 

新エネルギーになる石炭加工 1 件 

工業・家庭の用の石炭利用 1 件 

坑内掘り炭鉱の位置の選定について 1 件 
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鉱山に関するソフトが増やして欲しい 1 件 

２０１７年の新技術 1 件 

坑内掘りの閉山に関する科目 1 件 

坑内掘り炭坑の最新設備 1 件 

埋め立て 1 件 

閉山後について 1 件 

支保の話（もっと詳細に） 1 件 

様々な測定器の使い方 1 件 

炭鉱開発におけるノーハウ 1 件 

投資や販売について 1 件 

坑内で災害が発生した場合にどうなるか？またどう対処するか？ 1 件 

坑内掘り鉱山の採掘法、インドネシアの坑内掘り鉱山技術 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 97.5％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 90％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 199.5％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。 
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表 1.3-3 自由に要望等記入(バンドンイスラム大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

 

研修時間を増やして欲しい。 

4 
この研修が大変役に立ったため、今度の研修の時間を延ばして欲しい。 

全ての資料を説明出来るように、時間を延ばして欲しい。 

期間を長くし、全ての内容が説明できるようにしてほしい。 

研修回数・継続に

ついて 

非常に、ためになった研修。要望：１年間に２－３回まで研修を実施して欲しい。 

2 日本の技術はインドネシアよりもっと進んでいると思っています。要望として、指導

員は研修を頻繁に実施して欲しい。そうすると、いずれ、我々の能力が同じレベルに

なるようだと思っています。 

その他希望 

学生たちを日本の炭鉱へ直接に連れて行って欲しい 

15 

参加者の人数を増やしたほうがいい 

提案として、４日間研修の間に、（コーヒー、おやつ位）がある必要だと思っている 

私は新しい知識をその場で、体で覚えて、直接に実技をしたので、吸収できたと思っ

ています。装置を使う実技は、よりイメージができた。 

いつも、石炭に関する新技術を教えてほしい。 

良かった。指導員が優しくて、通訳も能力を持って、科目通訳がよく伝えると思う。 

バンドンイスラム大学生のために、日本を訪問するプログラムを作って欲しい 

学生交換プログラムを作って欲しい。お願いします。 

楽しかった。石炭以外も教えてほしい。それから、日本へ行けるようにして欲しい。 

スナック菓子不足、手帳と文房具が無かった。 

日本の炭鉱の見学に行かせてください。（無料）。 

ビデオは解像度の高い（HD)ものにしてほしい。 

元気をつけるお菓子、コーヒー等はなかったので、ちょっと辛かった。 

もっとたくさんの参加者を取り入れてほしい。40名で制限されるのは厳しい。  

指導員はインドネシア語で喋ってみてほしい。通訳もずっと”かたい”形式の言葉を

使わないで、普段喋っている言葉で説明を通訳してほしい。 

研修内容について 

ソフトの使用と坑内掘り鉱山計画をもっと多くして欲しい 

8 

インドネシアの坑内掘り炭坑の弱点を知るために、インドネシアの坑内掘り」炭坑の

ビデオを見せて欲しい。 

現状と合うように、新ビデオがあれば、使ってください。 

アップデートされたビデオ（坑内掘り炭鉱の最新状況：最新機械設備等） 

坑内掘りで使われている装置・道具等をもっと見せてほしい。（何のための装置・道

具か、どのように使うか）。 

機械・装置の使い方の練習をもっとしてほしい。 

ビデオをもっと新しいものにしてほしい。 

シミュレーション、実技、ケーススタディをもっと勉強したい。 

科目内容について、最新事情を取り入れて、アップデートしてほしい。 

講義方法について 

鉱山に関する装置（ガス検知器、風速計）を使う実技時間をもっと多くして欲しい。

勉強の効果がもっとあるためには、実技研修をもっと重視して欲しい 

12 

鉱山装置を使って実技が多くして欲しい。 

出来れば、授業中に、各指導員には対話式をやったほうがいい 

指導員と研修生たちの対話式がもっと作って欲しい。眠くないように、軽いゲームが

ある必要。現場実技も実施したほうがいい 

現場で直接に実技研修を実施すること。 

全体的に、良かったと思う。併し、練習とシミュレーションが足りなかった。 

研修の中では、より活発な研修を作るために、実習を増やして欲しい。 
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もっと学生とのコミュニケーションをしてほしい。 

ゲーム・遊び等を取り入れて研修生を飽きさせない。 

全体的には良かったが、何人かの指導員について、もっと学生との 2方向コミュニケ

ーションをとってほしい。 

通訳は良かったので、（指導員の説明を）理解することができた。 

指導員は講義する際にもっと双方向のコミュニケーションをしてほしい。 

お礼 

鉱山知識、礼儀正しい、時間厳守という習慣を教えてくれた日本の指導員たちに、私

は心より感謝いたします。私が深い印象は、日本国は固有文化を残さずに、世界技術

センターとしての先進国で知られた国である。私はいつか、日本へ行けるように願っ

ております。 

4 時間厳守の研修ですので、非常にいい研修だと思っている。どうもありがとう 

ＪＯＧＭＥＣの経験者から対話な研修を受け、知識が幅広くなってきた。有り難う御

座いました。 

研修が面白くて、参加して良かったです。非常にためになった研修です。指導員や通

訳の皆様に感謝します。 

 

6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-2 理解度確認試験結果(バンドンイスラム大学) 

 

7) その他： 

この研修で我々の鉱山学科のレベルが高まると期待。(ヌグラハ工学部長:開講

式挨拶) 

将来に渡って、この研修を継続希望。研修生にはこの研修を有意義に活用するこ

とを期待。我々の大事な目標は日本からの技術移転。(エディ・プラソジョ HRDCGMC

所長：開講式挨拶) 
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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 29 年 10 月 3日(火)～10月 6日(金) 8：00～16：00（4日間） 

2) 場所： アカミガス高等専門学校採炭工学科 

3) 研修生：採炭工学科第 3学期 46名。男子 36名女子 10名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山 6 13.0% 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』 

     

NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 なし 46 100.0% 

 

4) 研修カリキュラム： 

 

 

研修第 1日目 10 月 3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 鉱山の経済性評価 

研修第 2日目 10 月 4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 

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 10 月 5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 
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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 6日(金) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例   

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

10：00～11：00 災害事例教育 

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 1.3-3 最終アンケート結果(アカミガス高等専門学校) 
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「坑内採掘保安技術」及び「ガス炭塵爆発災害事例」が 18名と多かった。 
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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 

ガス炭塵爆発災害事例 18 

坑内採掘保安技術 18 

通気技術 15 

通気観測技術 15 

危険予知訓練と指差呼称 15 

自然発火防止技術 14 

インドネシア法規：鉱山保安法について 13 

災害事例 13 

全部 13 

鉱山の経済性評価 12 

選炭技術 12 

通気網解析技術 12 

坑内火災防止技術 12 

図上退避訓練 12 

池島炭鉱概要 11 

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 8 

石炭品質技術 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、「自然発火防

止技術」1名あった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「坑内発破技術」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 

坑内発破技術 5 

鉱山酸性水 2 

鉱山埋め立て 2 

モチベーションに関する科目 2 

露天掘り技術 1 

最初段階の鉱山展開 1 

もっと詳しい坑内掘り炭鉱保安技術の科目 1 

坑内掘り炭鉱の機械・災害防止装置を操作する科目 1 

坑内掘り鉱山災害・事故を解決する方法 1 

坑内機械設備を操作する科目 1 

混炭方法 1 
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剥土を取る計算法 1 

鉱山関係にある科目 1 

鉱山計画 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 97.8％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 95.7％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 183.5％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、「こういう研修が継続的に続いて欲しい。」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) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

資料を全部教えてくれるように、研修時間が一週間延びて欲しい。 

3 来年も、こういう研修が続いて、研修時間が増えて欲しい。 

休憩時間が延ばして、研修期間も１週間が欲しい。 

研修回数・継続に

いて 

こういう研修が継続的に続いて欲しい 

24 

私はこの研修がインドネシアの坑内掘り鉱山の発展を助けると思っているから、継続

的に実施して欲しい。 

私は JOGMECが我がキャンパスに是非また来てくださるように願っております。毎年、

研修活動を通じて、我々の能力は向上できるだろうと思っています。 

研修活動が続いて欲しい。 

私たちが、もう一回こういう研修に参加できるように期待しています。 

坑内掘り炭鉱技術を教えてくれた指導員には是非、我がキャンパスにまた来てくださ

い。我々の後輩たちにも研修に参加させていただきたい。 

来年も、又研修が実施して欲しい。 

来年も、アカミガス高等専門学校に来られるように願っております。 

非常に役に立つ研修ですので、今後、後輩たちにもこういう研修に参加させていただき

たいです。 

来年、アカミガス高等専門学校で研修をまた実施できるように祈っています。 

採炭工学科の学生たちは坑内掘り炭鉱技術を理解できるように、来年にも研修を実施

して欲しい。 

教えてくれた科目はとても大事ですので、我々の後輩たちにも来年この研修に参加さ
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せていただきたいです。 

この研修は来年も実施して欲しい。学生たちにためになった科目でいっぱいである。 

来年、JOGMEC はアカミガスに又来て、後輩たちに坑内掘り炭鉱技術を教えるように希

望しております。 

この研修は大活躍な活動ですので、来年も実施できるようにお願いします. 

JOGMEC チームがインドネシア全国の鉱山学科の学生たちに経験・知識を教えられるよ

うに期待しております。私が一番欲しいことは、アカミガス高等専門学校に毎年来て欲

しい。 

この研修はアカミガス高等専門学校で続いて欲しい 

学生たちに視野・知識を継続して教えられるようにお願いします。特に、アカミガス高

等専門学校で研修を実施して欲しい。 

カミガス高等専門学校で継続的に研修を実施できるように希望しております。 

本当に大事で、役に立つ研修ですので、後輩たちにもこういう研修に参加させていただ

きます。 

我がキャンパスに又来てください。坑内掘り炭鉱技術をもっと勉強したいから 

JOGMEC チームに教えてもらった知識は職場で役に立つように望んでいる。そして、後

輩たちにもこの研修に参加させていただきたいです。 

この研修が続いて欲しい。他の学生たちにもこの研修に参加させていただきたい。 

来年、又来てください。後輩たちにも研修に参加させていただきたい。 

その他希望 

全ての習得した知識は職場で活かせるように希望しております。 

11 

作業員募集情報があれば、教えてください。 

次回の研修が今回よりもっと良くなるように望んでいる。 

日本の坑内掘り炭鉱で働ける希望をもっている。 

この研修が今よりもっと進めるように願っております。 

習得した知識を利用して、活かせるように祈っています。 

日本の指導員は豊富な経験を持っているので、インドネシアの鉱山技術者、学生たちに

知識と経験を教えてあげるように期待しています。 

来年、５学期の学生たちと３学期の学生たちにも研修に参加ささせていただきたい。 

JOGMEC チームに教えてもらった知識はアカミガス高等専門学校の学生たちに役に立つ

よう願っています。 

坑内掘り炭鉱の知識を得ていたので、要望として、将来に職場環境で役に立つ。 

出来れば、若い女の指導員が欲しい。鉱山ビデオが多くてして欲しい。 

研修内容について 今後の研修には他の科目を追加してお願いします。 1 

講義方法について 

研修の間、退屈にならないように、少し、時間があれば、ゲーム、軽い冗談があったほ

うがいい。 

5 できれば、大事なポイントだけを教えて欲しい。そうすると、質疑応答時間がもっと多

くになると思っています。 

退屈しないように、１５分ぐらい休憩時間を取って、研修ビデオをもっと多くして欲し
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い。 

研修雰囲気が盛り上がるように、対話式が作って欲しい 

出来れば、資料は全部１００％説明して欲しい。 

お礼 

役に立つ知識を教えてくれた JOGMECに感謝いたします。 2 

たくさん知識を教えてくれた JOGMECチームに感謝いたします。いつか会えるように願

っております。そして、将来に、勉強した知識を職場で活かせるように望んでいます。 

 

6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-4 理解度確認試験結果(アカミガス高等専門学校) 

 

7) その他： 

人材開発において、日本政府との協力事業で、炭鉱技術移転事業がある。この事

業でたくさんのインドネシアの人が（学生も含めて）日本の坑内掘り炭鉱技術を学

んで、知識向上しました。 (ナシルディン HRDCGMC代表挨拶：開講式) 

アカミガス高等専門学校に今年も研修のチャンスを与えてくれる HRDCGMC に感

謝。(アミリザ・ミアルティ学長挨拶：開講式) 

この研修で得られた知識は、将来、職場･現場で活用したい。(マルタディナタ研

修生代表挨拶: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 29 年 10 月 9日(月火)～10月 12日(木) 8：00～16：00（4日間） 

2) 場所： スリウィジャヤ大学鉱山学科 

3) 研修生：工学部鉱山学科第 7学期 29名及び第 9学期生 4名の合計 33名。男子 30名

女子 3名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山に関する技術 33 100.0% 

2 通気技術 17 51.5% 

3 掘進技術 16 48.5% 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』     

NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 なし 60 100.00% 

 

4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 10 月 9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 10 月 10日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

9：00～10：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

10：00～11：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

11：00～12：00 鉱山の経済性評価 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内通気知識：通気技術 

14：00～15：00 坑内通気知識：通気観測技術 

15：00～16：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

 

研修第 3日目 10 月 12日(水) 

時 間 教 育 内 容 
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8：00～ 9：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

9：00～10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

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 10 月 12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、

「通気もう解析技術」が 19名、次に「通気技術」18名であった。 
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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 

通気技術 18 

図上退避訓練 12 

自然発火防止技術 11 

危険予知訓練と指差呼称 11 

選炭技術 10 

坑内採掘保安技術 9 

ガス炭塵爆発災害事例 9 

通気観測技術 9 

坑内火災防止技術 8 

災害事例 6 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 5 

鉱山の経済性評価 5 

池島炭鉱概要 4 

石炭品質技術 4 

インドネシア法規：鉱山保安法について 2 

全部 1 

 

『質問 22本研修であまりためにならなかった科目』については、「インドネシ

ア法規：鉱山保安法について」が 5名、「池島炭鉱概要」が 2名及び「災害事

例」が 1名であった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「支保技術」などの要望があ

った。 

表 1.3-8 ２３：本研修に追加したい科目(スリウィジャヤ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

支保技術 5 

地質工学の科目 2 

調査とマッピンッグ 2 

坑内掘り鉱山の発破技術 2 

設備紹介についての科目 1 

坑外に関する研修 1 

再生可能エネルギーについての科目 1 

採掘計画についての科目 1 

実技と現場見学 1 

岩盤工学のアプリケーション 1 

直接に早期消火する方法 1 

教えてくれた各科目の実技 1 

坑内排水 1 

鉱山でよく使うソフト 1 

坑内掘り鉱山を閉山する段階 1 

掘進技術 1 

埋め立て 1 

露天掘りの保安法 1 
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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 87.9％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 93.9％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 173.6％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、「こういう研修が継続的に続いて欲しい。」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) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

今の研修時間が短すぎたため、全ての資料を教えて貰えなかった。研修時間が延ばし

たら、より良いと思う。 
2 

この研修で覚えた日本語の単語が増え、指導員が大変対話をし、大変良かったが、研

修時間が短すぎた。良ければ、研修時間を伸ばして欲しい。 

研修回数・継続に

ついて 

この研修のおかげで、坑内掘り炭鉱の知識が増えた。継続的にやって欲しい。 

2 インドネシアに頻繁に来てください。私の要望は人材を向上するための日本ーインド

ネシアの協力が必ずあるように願っております。 

その他希望 

この研修は将来に役に立つと思う。炭鉱で働いたら、実践したい。 

3 
スリウィジャヤ大学の学生として、この研修に対しては、誇りの気持ちを持ってい

る。 

何時か、指導員に質問をしてもよろしいですか。私は、石炭カロリ上げに興味を持っ

ています。 

研修内容について 

研修時間にシミュレーションがあったら、良いと思う。 

12 

ソフト練習を増やして欲しい。 

シミュレーションを増やしたら、より良いと思う。 

実物を見せて欲しい。 

我々の能力レベルを向上するために、研修科目を増やしたほうがいい。例として、坑

内掘りの鉱物鉱山の保安面を含めて発破技術 

坑内掘りの採掘技術の研修と保安技術の研修は別々にやって欲しい。日本は最高 

海底坑内掘り鉱山と陸坑内掘り鉱山の違いはあんまり教えてもらっていない 

実技と鉱山でよく使うソフトをもっと多くしてもらいたい。特に鉱山装置の使用方法 

風丸資料の説明が多くして欲しい。 

風丸時間を延ばしたほうがいい。 

坑内掘り炭鉱でよく使う装置をもっと紹介して欲しい。 

新しい知識を勉強する時に、理解できるまでの時間が時間を要した科目があった。出

来れば、ガス・炭塵爆発の危険性については、もっと詳しく教えて欲しい。 

講義方法について 

研修に関する実物または保安設備を増やして欲しい。 

10 
理論が多い科目には研修生が眠くならないように、先生がより対話して欲しい。 

指導員が教えるやる気が維持して欲しい。 

眠くならないように、次回の研修にはクイズ、ゲーム、面白い映画がある必要。 
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研修生との対話が欲しい。出来れば、指導員がインドネシア語又は英語を勉強して欲

しい。 

座学時間より実技時間をもっと多くして欲しい。そうすると、理解度がもっと上がる

とおもっている。そして、鉱山保安科目も非常に少なかったので、出来れば増えて欲

しい。座学ばかりであれば、眠くなる 

現場で実習をして欲しい。この研修を定期的に行われて欲しい。 

研修生が眠くならないように、研修をより対話して欲しい。 

この研修が良かった。理論と実習の連携が適用出来るように、インドネシア坑内堀炭

鉱の現場訪問が必要だと思う。 

次回の研修は実技時間を多くして欲しい。 

お礼 

先生と通訳、有り難う。いつも、インドネシアの大学と協力をして欲しい、特にスリ

ウィジャヤ大学。フェスブックがあるので友達になりたい。 

5 

十分です。有り難う。 

４日間研修に教えてくれた方々に感謝いたします。将来に役に立つ知識でいっぱいに

なりました。 

ありがとうございました 

知識を教えて貰って、有り難う御座いました。 

 

6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 
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 HRDCGMC、JOGMEC、日本人指導員チームの皆様に感謝する。学生諸君に言いた

いのですが、この研修に参加できるチャンスを最大に利用して、たくさんの知識を

吸収してください。きっとあなた達の将来の仕事に役に立つ。(スリ・ハリヤンテ

ィ副工学部長挨拶：開講式) 

 この 4日間の研修は、皆さんにとって坑内掘りの知識を得ましたが、此処でと

どまることなく、これからもがんばってほしいと願う。得られた知識を将来の仕事

に活用してください。また、今回、この研修に参加できなかった人たちに、教科書
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なり、学んだ知識を是非教えてほしいと願う。(ハルミヌケ・エコ・ハンダヤニ学

科長:閉講式) 

 

（４） 西スマトラ州パダン大学保安研修 

1) 期間： 平成 29 年 11 月 9日(月火)～11月 12日(木) 8：00～16：00（4日間） 

2) 場所： パダン大学鉱山学科 

3) 研修生：工学部鉱山学科第 5学期生 30名、第 9学期生 18人、第 7学期生 3人、第 3

学期生 3 人、第 1 学期瀬 2 人、第 11 学期生 1 名及び講師 3 名の合計 60 名。

男子 40 名女子 20名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山に関する技術 29 48.3% 

2 通気技術 5 8.3% 

3 掘進技術 1 1.7% 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』     

NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 なし 100.00% なし 

 

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 
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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  

 

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) 
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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、

「通気技術」が 31名、次に「坑内火災防止技術」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 

通気技術 31 

坑内火災防止技術 23 

通気網解析技術 22 

ガス炭塵爆発災害事例 22 

坑内採掘保安技術 21 

危険予知訓練と指差呼称 20 

自然発火防止技術 19 

選炭技術 19 

図上退避訓練 18 

全部 18 

通気観測技術 17 

災害事例 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 13 

池島炭鉱概要 13 

インドネシア法規：鉱山保安法について 11 

鉱山の経済性評価 10 

石炭品質技術 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」が 2名、「鉱山の経済性評価」が 2名、「図上退避

訓練」が 1名、「坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験」が 1

名、「池島炭鉱概要」が 1名及び「自然発火防止技術」が 1名であった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「発破技術」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 

発破作業 12 

坑内排水 5 

坑内電気と整備 2 

現場見学･実技 3 

ボーリング作業 5 

坑道の支保技術 2 

最新的なソフト 4 

地下水の管理 2 

鉱山酸性水の管理 2 
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水理地質学 2 

閉山した坑内鉱山の利用及び管理 2 

保安指導要領の作成 1 

保安面を第一とした採掘工程 1 

鉱山救急法 1 

坑内水の管理及び酸性水との関係 1 

救護隊 1 

溜るストレスを抑えるための会社対策 1 

埋め立て 1 

石炭生産工程と石炭販売工程 1 

ルームアンドピーラーの詳細 1 

日本の海底炭鉱の探査 1 

企業の社会的責任 1 

石炭埋蔵量の計算 1 

石炭の分布、断面、深さを知る方法 1 

少し日本の文化・言葉を勉強したい 1 

鉱物鉱山 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 98.3％であった。 

 

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

信がある」との回答が 100.0％であった。 

 

『質問 26今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 176.5％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、「こういう研修が継続的に続いて欲しい。」等の研修の定期的な継続への要望が

最も多かった。 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

研修時間を延ばして 

12 

４日間研修は短かった。全部資料を説明できるために、研修期間は８日間ぐらいに延

ばして欲しい 

４日間研修は短かった。もっと研修時間が延ばして欲しい 

研修期間を延ばして欲しい 

新しいことをたくさん学べて、面白かった。提案として、質疑応答時間を延ばして、

新しい情報を多くし提供して欲しい 

研修期間が延ばして欲しい 

時間が短かった。もっと長い期間で次回の研修に又参加したい 
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４日間は短かった。時間を増やして欲しい。そうすると、まだ説明していない資料は

無くなる 

研修期間は 5日間に延ばして欲しい 

研修は良かったですが、時間が限定された 

研修時間は短かった。説明していない知識はまだあったので、出来れば、研修時間を

延ばす必要です 

研修時間が延ばして欲しい 

研修回数・継続に

ついて 

この研修をパダン大学で、また実施して欲しい 

5 

我がキャンパスに度々来てください。３ヶ月に一回来て欲しい。ありがとう 

学生として、知識と経験が非常に大事なことですので、我がキャンパスで度々研修を

やって欲しい。ありがとうございました 

来年も又研修をパダン大学で実施して欲しい 

またパダン大学に研修を実施できるように期待しています 

その他希望 

研修で使用したビデオのファイルが欲しい 

13 

JOGMECの指導員、必ず皆元気で、またキャンパスに来られるように祈っています 

我々の能力を増のために、指導員に仕事での経験・知識を頻繁に教えてもらいたい 

指導員がインドネシア語で少し話をしたほうがいい 

各指導員個性があった 

各指導員特徴があった 

参加者の中に、一人か何人か、無料で、日本の研修を参加させていただきたい 

資料が多すぎたので、説明時間が少なかった。結局、まだ説明していない資料があっ

た 

日本の指導員たちは優しくて、愛想がいい。そして、通訳に関心しています。見せた

ビデオのファイルは学生たちに配って欲しい 

研修が終わった後、少し日本の小さな記念品をもらえば、参加者が全員、喜ぶ 

資料が役に立つ。ありがとうございました 

指導員からもらったテキストが、日常生活や職場環境で活かせるように期待していま

す 

いい賞品をもっとやって欲しい 

研修内容について 

坑内掘り鉱山は地下水と関係があるから、水理地質についての科目が必要だと思う 

10 

保安面を重視して、非常に役に立つ研修だと思っています。残念ながら、発破技術の

科目は無かった 

今後の研修では、出来れば最新の鉱山業についての資料を追加してほしい 

指導員が教えてくれた科目は大変面白くて、私個人にとって、ためになる研修 

提案として、坑内発破科目を追加して欲しい 

研修は石炭鉱山だけではなく、鉱物鉱山にもやって欲しい。 

風丸ソフトの時間を延ばして、少し難しい坑内通気の図面まで教えて欲しい。 

提案として、坑内発破技術が追加して欲しい 

風丸ソフトの研修時間が延びて欲しい 

この研修に参加できたことは嬉しかった。そして、新しい知識・情報を勉強すること

ができた 

講義方法について 

眠気に襲われないように、各科目の実技があって欲しい。 

15 

資料の教え方が良かったですが、時間が短かったので、全部詳しく教えてくれなかっ

た 

シミュレーションを多くして、新しいビデオが欲しい 

インドネシア鉱山法規の科目にはもっと面白い資料が作って欲しい。伝え方にももっ

とダイナミックにして欲しい 

授業中、退屈にならないように、軽い冗談があってほしい 

指導員がインドネシア語で話して教えたほうがいい 
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出来れば、各指導員には学生たちに見せる研修設備（鉱山で使う装置）を持ってきて

欲しい。そうすると、我々はその鉱山装置を覚えて、もっと理解できるようになって

くる 

資料が多い場合には時間を延ばして、資料が少ない場合には短くしたほうがいい 

坑内掘り炭鉱の現場実技があったほうがいい 

一科目を一日中にやって欲しい 

現場見学があって欲しい。ありがとうございました 

全般的に、ためになる研修であった。ただ、対話式が足りない指導員が何人か居る 

サワルント区域の現場見学を追加したほうがいい 

研修は教室だけでやるのではなく、シミュレーションと保安装置の使用には外でやっ

たほうがいい 

質疑応答を多くして欲しい 

お礼 

この研修を実施したＪＯＧＭＥＣと指導員たちに感謝いたします。ありがとうござい

ます 

9 

日本人の指導員の態度・礼儀正しいのに好感を持ちました。全ての知識を教えてくれ

て、ありがとう御座います 

非常に、面白くて、役に立つ研修。先生！ありがとう ございました 

４日間、ためになる知識を教えてくれた指導員に感謝いたします。楽しかった研修で

すので、今後とも宜しくお願いします 

教えてくれた先生にありがとう 

もう若くないのに、知識・情報を教えてくれる先生方に感謝いたします。いずれ、私

も先生方になりたいと思っている。そして、日本での研修実施があるように願ってお

ります。最後に、先生方は必ず元気であるように祈っています。ありがとう。また会

いましょう 

坑内掘り炭鉱技術を教えてくれた先生方、通訳、研修実行員に感謝いたします。私は

吸収できた知識を他人に教えられるように願っております。ある日に、また会いまし

ょう。ありがとうございます 

教えてくれた指導員に感謝いたします 

資料が非常に役に立つので、ありがとう 

表 1.3-12 自由に要望等記入(パダン大学) 

 

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) 
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7) その他： 

カリキュラムを見たら、保安技術だけではなく、坑内掘り炭鉱における幅広い技

術を学ぶ。採炭技術、選炭技術などがこの研修のカリキュラムには載っている。よ

うするに、坑内掘り炭鉱で必要な技術がこの研修で学ぶことが可能。(ファハミ・

リザル工学部長挨拶：開講式) 

この研修は、良い研修なので、継続して実施してもらいたいと思います。この研

修で、坑内掘り炭鉱の技術、保安技術を学ぶことができました。将来、我々が仕事

をするときに、是非、学んだことを活用したい。(ファドリ･サトリオ研修生代表挨

拶:閉講式) 

 

（５） 西スマトラ州パダン工業技術工業技術大学保安研修 

1) 期間： 平成 29 年 11 月 13 日(月)～11月 16日(木) 8：00～16：00（4日間） 

2) 場所： パダン工業技術大学鉱山学科 

3) 研修生：工学部鉱山学科第 5学期生 40名及び講師 1名の合計 41名。男子 28名女子

13名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山の採掘方法 40 97.6% 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
サワルントの坑内掘り鉱山研修センター（ＥＴＵＵＭ） 26 63.4% 

なし 15 36.6% 

 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 11 月 13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 

 

研修第 2日目 11 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 鉱山の経済性評価 

15：00～16：00 坑内通気知識：通気網解析システム 
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研修第 3日目 11 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 11 月 16日(木) 
時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例   

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

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

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

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 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 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、「全部」が 24名、次に「通気観測技術」及び「通気網解析技術」13名であっ

た。 
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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 

全部 24 

通気観測技術 13 

通気網解析技術 13 

通気技術 11 

図上退避訓練 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 8 

鉱山の経済性評価 8 

坑内採掘保安技術 8 

坑内火災防止技術 8 

自然発火防止技術 8 

ガス炭塵爆発災害事例 7 

インドネシア法規：鉱山保安法について 7 

選炭技術 7 

池島炭鉱概要 6 

災害事例 6 

危険予知訓練と指差呼称 5 

石炭品質技術 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、「無し」33名、

「無回答」が 8名あった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「坑内掘り発破技術、発破

パターン」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 

坑内掘り発破技術、発破パターン 6 

坑内掘りにおける地盤工学（Geotechnics)。 3 

坑内掘り構造・設計 2 

最新の坑内掘り技術 1 

排水技術 1 

海底下採炭方法 1 

支保技術（適切な支保の選定、方法など） 1 

ボーリング技術の科目 1 

埋蔵量の計算方法 1 

鉱山災害の救出について科目 1 

 

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

なった」との回答が 100.0％であった。 

 

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

信がある」との回答が 100.0％であった。 

 

『質問 26今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 181.9％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、「こういう研修が継続的に続いて欲しい。」等の研修の定期的な継続への要望が

最も多かった。 

 

表 1.3-15 自由に要望等記入(パダン工業技術大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

この研修は理想的に１０日間で実施してほしい。 

7 

研修期間をもっと長くしてほしい。もっと勉強したい。 

把握が完璧にできるよう研修時間を延ばして欲しい。 

将来には研修を一週間にして欲しい。 

研修時間を延ばして下さい。 

１００％把握できるよう、４日間の研修でなく、より長い時間で研修を行われて欲し

い。有り難う御座います。 

各科目に割り当てられた時間をもっと増やしてほしい。 

研修回数・継続に

ついて 

将来、JOGMECが研修を増やして欲しい。そうすると、多く技術者を作る可能になりま

す。 
1 

その他希望 

研修で教えてもらった知識、活用できるようにします。 

7 

頑張って。。。 

この研修は坑内掘り炭鉱における知識向上に役立つ。 

科目と指導員が良かったが、時間が限られたため、全ての科目を説明出来なかった。 

コミュニケーションを順調にできるために指導員はインドネシア語を喋られるように

して欲しい。 

将来、日本で研修または仕事ができますように、神様にお願いしたい。 

研修内容について 
全て完璧だ。 

2 
風丸でなく、他のソフトを追加して欲しい。 

講義方法について 

次回の研修があればもっとたくさんの実習ができるようにしてほしい。 

10 

実習の時間が足りない。 

もっと実習をしてほしい。実習では自分で操作等をしますので、もっとわかる。 

各科目に実習があった方が良いと思います。現在では実習がまだ少ない。 

案ですが、各科目について、クイズみたいなゲームがあって、ちょっとした賞品があ

れば、研修生も一生懸命になると思います。また、ゲームをやることによって授業が

面白くなり、研修生が退屈・眠たくなることを防ぐ。 

すべての科目は良いと思います。また、理解できたと思います。しかし、教え方によ

って、授業中に眠たくなる時もあります。 

実技を増やして欲しい。 

現場見学を設けてほしい。教室で習ったことを現場で確かめることによって理解度が

高まる。（今の研修は教室での講義と炭鉱で使用される装置の紹介及び使い方の構成

になっている。） 

現場実習を行われて欲しい。現場実習がないと、研修科目が分かりにくい。 

実技を増やして欲しい。 

お礼 

ありがとう JOGMECジャパン。来年また会いましょう。 

6 

指導員全員は良かった。皆さんが来てくれて嬉しかった。教えてくれてありがとう。 

この研修で色々と教えてくれた指導員の皆さんに感謝します。ありがとうございま

す。 

有り難う御座いました。また会いましょう。 

完全に理解するためには時間をかけて説明を受けるのが一番ですが、それでも、指導

員の皆さんありがとうございます。 

有り難う御座いました。 
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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： 

JOGMEC 指導員の皆さんに感謝いたします。JOGMEC 指導員の皆さんのおかげで、

我々は、坑内掘り炭鉱における技術、保安技術等で新しい知識を学ぶことができま

した。(フェリーアンディカ研修生代表：開講式) 

今回は、5回目の研修となりましたが、また、来年も、再来年も。ずーと我々の

パダン工業技術大学に来てください。大学側の要望として、日本の協力事業の一環

として、AICJ炭鉱への JOGMEC指導員派遣がありますが、AICJ 炭鉱の JOGMEC指導

員の時間がございましたら一般公演など希望。(エコ大学長：開講式) 

 

（６） 西スマトラ州サワルント市地域社会短期大学保安研修 

1) 期間： 平成 29 年 11 月 20 日(月)～11月 22日(水) 8：00～16：00（3日間） 

2) 場所： サワルント市教育局講堂 

3) 研修生：鉱山学科第 3 学期生 34 名及び講師等 5 名の合計 39 名。男子 29 名女子 10

名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り炭鉱の知識 14 35.9% 

2 通気技術 4 10.3% 

3 支保技術 1 2.6% 

4 発破技術 1 2.6% 

5 鉱山操業管理 1 2.6% 
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『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 パダン大学でのインドネシア鉱山界の技術と対策の変更についてのセミナー 13 33.3% 

2 ＥＴＵＵＭでの坑内掘り炭鉱の鉱山設備と坑内掘り炭鉱技術 2 5.1% 

3 無し 24 61.5% 

 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 11 月 20日(月) 

時 間 教 育 内 容 

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

炭鉱概要 

9：00～ 10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

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

12：00～13：00 昼 食 

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

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

15：00～16：00 鉱山の経済性評価 

 

研修第 2日目 11 月 21日(火) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 坑内通気知識：通気技術、通気観測技術 

9：00～ 10：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

10：00～11：00 坑内通気知識：通気網解析システム 

11：00～12：00 坑内火災知識：坑内火災防止技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 坑内火災知識：図上退避訓練 

14：00～15：00 自然発火知識：自然発火防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

  

研修第 3日目 11 月 22日(水) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

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

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

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、

「全部」が 15名、次に「通気網解析技術」8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 

全部 15 

通気網解析技術 8 

通気技術 7 

ガス炭塵爆発災害事例 7 

危険予知訓練と指差呼称 7 

坑内火災防止技術 6 

図上退避訓練 6 

自然発火防止技術 4 

選炭技術 4 

石炭品質技術 4 

鉱山の経済性評価 3 

通気観測技術 3 

インドネシア法規：鉱山保安法について 3 

災害事例 2 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 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、「無し」30名、

「無回答」が 9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」、「露天掘り鉱
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山」などの要望があった。 

表 1.3-17 ２２：本研修に追加したい科目(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 2 

露天掘り鉱山 2 

オートキャド(製図ソフト) 2 

マインスケープ(鉱山ソフト) 2 

鉱山の重機について 2 

ボーリング作業 1 

開坑から採炭まで 1 

原子核の利用性と危険性 1 

金属鉱山 1 

鉱山の電気技術 1 

排水技術 1 

坑内の運搬技術 1 

坑内掘り掘進技術 1 

閉山後の環境対策 1 

 

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

なった」との回答が 76.9％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 82.1％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 184.5％との

回答であった。 

 

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

は、「こういう研修が継続的に続いて欲しい。」等の研修の定期的な継続への要望が

最も多かった。 

表 1.3-18 自由に要望等記入(サワルント市地域社会短期大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

知識をもっと理解できるために、研修期間が延ばして欲しい。 

4 
研修時間を延ばして欲しい。 

研修時間を延ばして欲しい。 

学生たちの理解度と能力を向上するためには、研修期間が延ばして欲しい。 

研修回数・継続に

ついて 

教えてくれた知識はためになった科目で、職場で活かせると思っている。来

年もまた研修がやって欲しい。ありがとう ございます。 
5 
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新科目で、この研修を毎年サワルント市地域社会短期大学で実施して欲し

い。 

大変良かった。指導員の説明仕方も良くて、聞くのは飽きなかった。良かっ

た。サワルント市地域社会短期大学で来年この研修をまた実施して欲しい。 

可能ならば、この研修を毎年実施して欲しい。 

多くの大学生の知識が幅広くなるように、この研修を毎年実施して欲しい。 

その他希望 

指差呼称を適用すると、集中を高めると思う。 

3 
日本人の文化を見て、良かったと思う。皆、時間守りでした。この習慣を日

常生活に活かしたいと思う。 

指差呼称をしたら、災害率を減らすことが出来ると思う。 

研修内容について 

オートキャドとマインスケープを追加して欲しい。 

4 
今回の研修科目以外の科目を追加して欲しい。 

ガス検定器での実習を増やして欲しい。 

この研修はたくさん勉強になる。 

講義方法について 

単調な教え方もまだあった。退屈しないように、もっとダイナミックな研修

が作って欲しい。 
3 

対話型活動を追加して欲しい。例えば、集団の議論、問題解決等。 

現場実習又は炭鉱訪問活動を追加して欲しい。 

お礼 
ありがとうございます。 

2 
知識を教えて頂いて、有り難う御座いました。 

 

6) 理解度確認試験： 

研修内容の理解度は以下のとおり。 

 

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： 

この協力事業が将来にわたって継続することを願っております。この研修の

JOGMEC 指導員は現場経験が豊富な方々なので、この機会を有効に使って真面目に
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勉強を期待。(デスリザル HRDCGMC代表:開講式) 

の研修では坑内掘り炭鉱における保安技術を学ぶことができるので、非常に歓

迎される研修。(デスワンダ サワルント市教育局長:開講式) 

 

（７） 南カリマンタン州ランブンマンクラット大学保安研修 

1) 期間： 平成 29 年 12 月 4日(月)～12月 6日(金) 8：00～16：00（3日間） 

2) 場所： ランブンマンクラット大学 

3) 研修生：鉱山学科第 9学期生 13名、第 7学期 11名、第 5学期 9名、第 1学期 2名、

バンジャルマシン高等専門学校学生 1学期 2名及び講師・鉱山局職員等 3名

の合計 40名。男子 24名女子 16名。 

 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山 18 45.0% 

2 坑内設備システム 18 45.0% 

3 掘進技術 9 22.5% 

4 坑内掘り鉱山の管理 8 20.0% 

5 支保技術 4 10.0% 

6 通気技術 4 10.0% 

7 坑内掘り鉱山の岩盤工学 2 5.0% 

8 石炭に関する知識 1 2.5% 

 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 ２０１６年のサワルントＥＴＵＵＭで坑道の支保技術 1 2.5% 

2 ２０１７年８月にＥＴＵＵＭで坑内掘り炭鉱についての研修 1 2.5% 

3 ジャカルタ、サンティカホテルの２０１５年に、第３回の岩盤工学セミナー 1 2.5% 

4 無し 37 92.5% 

 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 12 月 4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 

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 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 鉱山の経済性評価 
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14：00～15：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

 

研修第 2日目 12 月 5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 保安活動：危険予知訓練と指差呼称(ヒューマンエラー防止と災害防止) 

 

 研修第 3日目 12月 6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 ンドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 保安活動：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 1.3-13 最終アンケート結果(ランブンマンクラット大学) 
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『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 16名、次に「ガス炭塵爆発災害事例」15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 16 

ガス炭塵爆発災害事例 15 

全部 14 

通気技術 14 

選炭技術 13 

通気観測技術 12 

坑内火災防止技術 11 

危険予知訓練と指差呼称 10 

自然発火防止技術 9 

図上退避訓練 8 

石炭品質技術 8 

池島炭鉱概要 6 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 5 

鉱山の経済性評価 5 

災害事例 4 

インドネシア法規：鉱山保安法について 3 

 

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

性評価」1名、「無し」35名、「無回答」が 4名あった。 

 

『質問 22本研修に追加したい科目』については、「坑内機械設備」、「坑内掘り

鉱山の岩盤工学」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 

坑内機械設備 5 

坑内掘り鉱山の岩盤工学 4 

発破作業 3 

坑内掘り鉱山の設計・計画 3 

詳しい支保技術 3 

掘進技術 2 

石炭利用 2 

坑内掘り鉱山と関係があるソフト 2 

坑内掘り鉱山のボーリング作業 1 

坑内運搬 1 

測量 1 
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坑内排水 1 

日本の探査技術 1 

酸素マスク、ＣＯマスクの着用のやり方 1 

坑内掘り鉱山の管理 1 

鉱山救護隊 1 

将来のインドネシアの坑内掘り炭鉱の可能性 1 

金属工業 1 

海底で石炭発見の歴史 1 

 

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

なった」との回答が 90.0％であった。 

 

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

信がある」との回答が 94.9％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 165.6％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、「研修時間も延ばして欲しい。」等の研修時間増への要望が最も多かった。 

 

 

表 1.3-21 自由に要望等記入(ランブンマンクラット大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

時間が少なかったので、まだ説明していない部分もあった。 

9 

研修時間も延ばして欲しい。 

次回の研修はもっと時間が延ばして欲しい。そうすると、我々は多くの知識を得るこ

とができる。 

時間をもっと延ばして欲しい。実技含めて 30日間くらい実施して欲しい。そうする

と、最初から最後までの鉱山作業がもっと分かると思っている。ありがとう ござい

ます。 

研修期間を７日間に延ばして欲しい。 

時間を延ばして、実技を多くして、風丸ソフトの実技をもっと深めて欲しい。 

次回の研修は七日間に延ばして欲しい。そうすると、資料が全部、詳しく説明するこ

とができる。 

全部、資料の内容を説明するためには研修時間を増やす必要がある。 

資料が多かった、時間が少なかった。時間をもっともっと調整して欲しい。 

研修回数・継続に

ついて 

研修を通じて、役に立つ知識がたくさんできた。出来れば、研修が頻繁にやって欲し

い 
7 
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来年、研修が続いて欲しい。 

ランブン・マンクラト大学でこういう研修が別の科目で、継続的にやって欲しい。 

この研修が１年に、１回だけじゃなくて、やって欲しい。 

研修が継続てきにやって欲しい。 

この研修が来年にもやって欲しい。 

毎年、研修をやって欲しい。 

その他希望 

テキストはカラーが欲しい。 

8 

役に立つ研修ですので、バンジャルマシンの高等専門学校で研修がやって欲しい。 

指導員の皆様はいつも元気・長い寿命であるように願っております。 

テキストの内容は更新して欲しい。 

日本の炭鉱をビデオで見ましたから、出来れば、実際の日本の炭鉱へ見学させていた

だきたい。 

多くの知識が欲しいから、日本へ研修しに行きたい。 

来年、この研修は今回よりもっとよくなるように願っております。この研修に、私は

貴重な知識を得ていたので、能力と知識が増えた。ＪＯＧＭＥＣにお願いしたいの

は、出来れば、坑内掘り炭鉱だけじゃなくて、金属に関する鉱山も教えて欲しい。来

年、機会があれば、私は金属のことについてＪＯＧＭＥＣ意見・交換をしたいと思っ

ている。 

楽しかった研修 

研修内容について 

災害事例を多くして欲しい。 

10 

海底炭鉱の探査技術が追加して欲しい。 

次回の研修には資料がもっと増やして欲しい。 

研修資料についての説明はもう良かったですが、坑内掘り炭鉱の探査技術を追加した

ほうがいい。 

坑内掘り炭鉱に関する科目がもっと増やして欲しい。 

坑内でよく使われる装置（速風機、ガス検知器）の数をもっと多くして欲しい。 

出来れば、最新的なデータを出すようにお願いします。それとも、昔の池島炭鉱から

現在の池島炭鉱の状況を表す科目であれば、いいと思っている。 

坑内掘り炭鉱の岩盤工学科目を追加する必要があると思った。 

最新的なビデオが欲しい。 

研修時間が延ばして、実際の退避訓練がやって欲しい。 

講義方法について 

教え方はもう良かったですが、時間が足りなかったので、全部理解できなかった。 

6 

この研修には出来れば、実際の坑内掘り炭鉱で直接にやって欲しい 

やる気が出るように、指導員は学生たちにもっとやる気を出させて欲しい。 

出来れば、坑内火災の時に、学生たちにＣＯマスクを着装させて、退避訓練シミュレ

ーションがあったほうがいいと思った。 

出来れば、座学の時に、もっと暖かい雰囲気が作って欲しい 

実技を多くしてください 

お礼 ありがとう 6 
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教える機会を与えてくれて、本当にありがとうございます。色んな知識を得ていたこ

とが非常に嬉しく思っている。今よりもっと成功できるように願っております。 

ありがとう。色んな知識を教えてくれて、本当にありがとう。いつかまた会えるよう

に願っております。 

３日間で教えてくれたことに、本当にありがとうございます。とても役に立つと思っ

ている。 

この研修を実施したＪＯＧＭＥＣ，HRDCGMCの方々に感謝いたします。この活動を頻

繁に実施されれば良いと思っています。そして、海外移転技術の活動は色んな国、他

の大学と一緒にやれば、インドネシア鉱山工業発展、南カリマンタンの採炭技術をも

っと向上できると思っています。 

先生！ありがとう ございます。 

 

6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-14 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： 

協力及びサポートをしてくれた HRDCGMC、JOGMECに感謝します。この研修は良い

機会である。日本の技術は昔起きた炭鉱災害の経験を活かし、その災害が再度発生

しないように法律の改正、技術開発等行ってきた。指導員は炭鉱経験が豊富ですの

で、貴重な知識・経験を学ぶことを期待。(ユリアン・フィルマナ・アリフィン工

学部長：開講式) 

この研修では坑内掘り炭鉱における技術、特に保安技術を紹介する。それは将来、

坑内掘りへの移行は避けられないので、坑内掘り炭鉱の技術を持つ技術者を育成

する必要がある。この研修で学生は知識や経験豊富な日本人指導員から直接講義

が受けられることが特徴。(ハリ・ウィバワ HRDCGMC代表:閉講式) 
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（８） 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 29 年 12 月 11 日(月)～12月 14日(木) 8：00～16：00（4日間） 

2) 場所： バンカ・ブリトゥン大学 

3) 研修生：工学部鉱山学科第 5 学期生 34 名、第 7 学期 3 名、第 11 学期 2 名、第 9 学

期 1名及び講師 1名の合計 41名。男子 26名女子 15名。 

 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 石炭に関する知識 23 56.1% 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 なし 41 100.0% 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 12 月 11日(月) 

 

研修第 2日目 12 月 12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 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 13日(水) 

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 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 12 月 14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(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(バンカ・ブリトゥン大学) 

 

『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、

「全部」が 22名、次に「通気技術」14名であった。 

表.1.3-22 ２１：本研修で最もためになった科目(バンカ・ブリトゥン大学) 

科目（複数回答） 回答数 

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

バンカ・ブリトゥン大学保安研修
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全部 22 

通気技術 14 

通気網解析技術 13 

通気観測技術 12 

図上退避訓練 10 

自然発火防止技術 10 

ガス炭塵爆発災害事例 10 

坑内火災防止技術 9 

危険予知訓練と指差呼称 8 

災害事例 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 

坑内採掘保安技術 7 

選炭技術 7 

池島炭鉱概要 6 

鉱山の経済性評価 4 

石炭品質技術 4 

インドネシア法規：鉱山保安法について 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、「無し」37 名、

「インドネシア法規：鉱山保安法について」が 2名、「池島炭鉱概要」、「坑内掘炭

鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験」及び「災害事例」が、それぞれ

1名であった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「坑内掘り発破技術、発破

パターン」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(バンカ・ブリトゥン大学) 

科目（複数回答） 回答数 

埋め立て 10 

探査 3 

炭鉱開発計画(経済性を含めて) 2 

坑内掘りの発破技術 2 

ソフトを追加して欲しい。 2 

閉山後について 2 

坑道設計 1 

石炭熱量を高める技術 1 

露天掘り設計 1 

現場での救出シミュレーションについて 1 

採炭計画 1 

炭塵解析 1 

炭鉱設備の使いかた 1 
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露天掘り技術から坑内掘り技術に移行について 1 

坑道安全性について 1 

酸性水処理技術 1 

現場で退避訓練 1 

インドネシアと日本坑内掘り炭鉱の保安比較 1 

最新技術 1 

実習 1 

 

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

った」との回答が 100.0％であった。 

 

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

信がある」との回答が 100.0％であった。 

 

『質問 26今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 247.4％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、「知識を教えて貰って頂き、有り難う御座います。」等の研修への感謝が最も多

かった。 

表 1.3-24 自由に要望等記入(バンカ・ブリトゥン大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

質問ための時間が短すぎた。 

7 

研修時間を延ばして欲しい。 

全ての研修科目が理解出来るように、研修時間を延ばして欲しい。 

出来たら、研修時間を延ばして、今度また会いましょう。 

今度の研修は全ての資料を全て説明出来るように、研修時間を延ばして欲しい。 

全ての資料を説明出来るように、研修時間を延ばして欲しい。 

今よりもっと、研修時間を延ばして欲しい。 

研修回数・継続に

ついて 

この研修は大変面白かった。ビデオが有って、大変役に立つ。毎年、この研修を行わ

れて欲しい。 

7 

来年もまたバンカ・ブリトゥン大学でこの研修を実施して欲しい。 

研修頻数が増えることが望ましい。 

坑内掘り炭鉱技術をまた教えて欲しい。 

バンカ・ブリトゥン大学で研修がまた実施して欲しい。ありがとうございます 

教えてくれた知識はためになって、適用出来ると思った。キャンパスで習っていない

科目があったので、良かった。要望として、来年もまた研修を実施して欲しい。 

毎年この研修を実施して欲しい。 
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その他希望 

研修は大変良くて、たくさん情報を教えて貰った。そのことで、研修を参加する前

に、石炭のことがまだ分からかったが、研修を参加した後分かりました。この研修で

新経験を得て、指導員も経験者なので大変良かった。 

5 
研修が良かった。得た知識を将来にためになると祈った。 

バンカ・ブリトゥン大学で、日本へ交換留学生のプログラム実施されて欲しい。 

教えて貰った知識が大変良かった。しかし、見せて貰った設備は見たことがない設備

がたくさん有りました。 

研修はより良い伝え方、より良い魅力があれば、資料が分かりやすくなる。 

研修内容について 

面白かった。坑内掘り炭鉱について他のソフトを追加して欲しい。 

6 

良い研修ですが、坑道設計又は坑内掘り炭鉱方式を追加したらいいと思う。 

坑道安定性について科目を追加して欲しい。坑道安定性及び坑道対策を予知できるよ

うになりたい。 

坑内掘り炭鉱だけじゃなくて、露天掘り鉱山技術にも教えて欲しい。 

次回の研修では、坑内掘り炭鉱の経済性に関する最初の段階～最後の段階までの内容

を追加して欲しい。 

他の科目を追加して頂きたい。 

講義方法について 

資料を説明する時、眠たくならないように冗談等入れて欲しい。 

8 

指導員はよりパワポインに集中して、研修生との対話０をしないことがあった。 

より面白い伝え方で講義して欲しい指導員もいた。 

指導員は研修生が眠くないように、ゲームをして欲しい。 

大変役に立った研修だと思う。教え方も良かった。しかし、時間のせいで、質疑応答

時間が殆ど無かった。 

研修機材を使う実技が多くやって欲しい。 

研修機材を使う実技が増えることが望ましい。 

次回の研修は風丸ソフトを使う実技時間を増やして欲しい。 

お礼 

指導員と通訳に感謝しております。全ての教えて貰った資料は鉱山学科の学生にとっ

て大変ためになった。 

9 

有り難う御座いました。 

バンカ・ブリトゥン大学の４日間研修に、ありがとうございます。習得した知識を活

かして職場で役に立つように祈っています。 

研修を行って貰って有り難う御座いました。４日間の研修が大変面白かった。もう一

度、有り難う御座いました。 

有り難う御座いました。 

先生、有り難う御座いました。 

ノ・コメント！グッド・ジョブ。ありがとうございます。 

知識を教えて貰って頂き、有り難う御座います。 

坑内掘り炭鉱保安技術研修を行って貰って、有り難う御座いました。 

 

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。 
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図 1.3-16 理解度確認試験結果(バンカ・ブリトゥン大学) 

 

7) その他： 

研修生に言いたいが、我々の大学はこの貴重なチャンスを貰って、研修を実施す

る事ができたので、ぜひ真面目に、一生懸命にこの研修を受けてください。あなた

達が頑張って研修に臨んでいれば、得するのもあなた達自身。(ムハマド・ユスフ

大学長：開講式) 

バンカ・ブリトゥン大学は、他の機関との協力や協定は、国内の機関だけでした

が、HRDCGMCを通して、日本人指導員との交流が出来て大変嬉しく思う。是非、来

年も再来年も続けられるように希望。(エンダン・ヒシャム第一副工学部長挨拶:閉

講式) 

 

（９） 西ジャワ州地質鉱山高等専門学校(AGP)保安研修 

1) 期間： 平成 30 年 1月 9日(火)～1月 11日(木) 8：00～16：00（3日間） 

2) 場所： 地質鉱山高等専門学校(AGP) 

3) 研修生：鉱山学科第 6学期生 26名、第 4学期 6名、第 8学期 1名、第 10学期 1名、

卒業生 3名及び講師他 5名の合計 42名。男子 37名女子 5名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 石炭及び利用 22 52.4% 

2 坑内掘り鉱山の採掘法 22 52.4% 

3 石炭に関する知識 6 14.3% 

4 坑内掘り炭鉱の知識 1 2.4% 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 無し 42 100.0% 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

バンカ・ブリトゥン大学
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4) 研修カリキュラム： 

研修第 1日目 1月 9日(火) 

 

研修第 2日目 1月 10 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 1月 11 日(木) 

時 間 教 育 内 容 

8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

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

10：00～11：00 保安活動：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 

 

  

時 間 教 育 内 容 

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

ト、池島炭鉱概要 

9：00～10：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 

10：00～11：00 インドネシア法規：鉱山保安法について 
11：00～12：00 坑内掘炭鉱に関する石炭知識及びインドネシアでの坑内掘り炭鉱の経験 
12：00～13：00 昼 食 

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

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

15：00～16：00 鉱山の経済性評価 
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5) 最終アンケート結果： 

 

図 1.3-17 最終アンケート結果(地質鉱山高等専門学校(AGP)) 

 

『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 22名、次に「ガス炭塵爆発災害事例」18名であった。 

表 1.3-25 ２１：本研修で最もためになった科目(地質鉱山高等専門学校(AGP)) 

科目（複数回答） 回答数 

通気網解析技術 22 

ガス炭塵爆発災害事例 18 

坑内火災防止技術 17 

図上退避訓練 17 

通気技術 15 

危険予知訓練と指差呼称 15 

通気観測技術 12 

自然発火防止技術 11 

選炭技術 11 

災害事例 10 

石炭品質技術 9 

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 5 

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 2 

池島炭鉱概要 1 

 

 

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

地質鉱山高等専門学校(AGP)保安研修
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『質問 21本研修であまりためにならなかった科目』については、「池島炭鉱概

要」2名、「インドネシア法規：鉱山保安法について」1名、「通気網解析技術」1

名、「危険予知訓練と指差呼称」1名及び「無し」37名であった。 

『質問 22本研修に追加したい科目』については、「発破技術」、「支保技術」

「坑内掘り炭鉱の採炭技術(もっと詳しく)」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(地質鉱山高等専門学校(AGP)) 

科目（複数回答） 回答数 

発破技術 3 

支保技術 3 

坑内掘り炭鉱の採炭技術(もっと詳しく) 3 

古生物学、地殻変動などの地質 2 

現場実習 1 

坑内掘り炭鉱の地盤監視 1 

石炭生成について 1 

貯炭場の管理 1 

坑道設計 1 

露天掘り 1 

ストリッピングの仕方 1 

選炭した石炭の利用及びその技術 1 

最新技術の紹介 1 

ボーリング 1 

石炭運搬技術 1 

石炭の採鉱、輸送、販売までの詳しい方法 1 

日本とインドネシア鉱山の比較について科目 1 

 

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

なった」との回答が 97.6％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 100.0％であった。 

 

『質問 25今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 173.7％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、「研修時間を延ばして、現場実習も追加して欲しい。」等の講義方法への要望が

最も多かった。 
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表 1.3-27 自由に要望等記入(地質鉱山高等専門学校(AGP)) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

坑内掘り技術適用には経験と知識を多く得るように、各研修科目の時間を倍にして欲

しい。 

8 

研修時間が短すぎた。 

研修時間が短かったため、資料が説明不足になってきた。 

研修期間は短いと思う、１週間にしたほうがいいと思う。 

時間が短かったため、資料は完璧に説明出来なかった。 

研修期間をもっと長くしてほしい、例えば今の３日間を１週間にしてください。 

研修期間を長くしてほしい。 

研修期間をもっと長くしてほしい。 

研修回数・継続に

ついて 

日本で炭鉱についてより学ぶため、インドネシアの大学での研修を増やして欲しい。 

3 研修は非常に良かったので、毎年この研修の実施を期待しています。 

要望として、この研修をまた実施してほしい。 

その他希望 

この研修は良かったが、資料が詳しくなかった。研修生があまり分からないと思う。 

7 

この研修で知識が幅広くなってきた。 

この研修は将来の坑内掘りの職場で活かす時、大変役に立つと思う。特に、坑内掘り炭

鉱です。 

指導員はもっとインドネシア語が流暢であれば、さらに理解度アップと思う。 

研修は面白く印象深い。 

研修をまた実施してください。 

研修教室は狭く感じる、また今の椅子もやや小さく、ずっと座ると疲れる。できれば、

普通の椅子と机を使ってほしい。 

研修内容について 地質や探査の科目も入れてほしい。 1 

講義方法について 

実習を多くしたことにより、説明して貰った機器を使えるようになったと思う。 

13 

より効率な研修を達成するために、資料と時間を減らすが必要がある。それから、研

修のビデオを増やして欲しい。 

風丸の時間をもっと増やしてほしい。 

全ての科目内容を説明してほしい。 

教材のビデオを最新データを使って、新しく作り直してほしい。 

実習またはシミュレーションを追加してほしい。 

風丸の時間をもっと長くしてほしい。 

資料を把握しやすくするため、実習を増やして欲しい。 

実習のときに、指示がもっとわかりやすくしてください。 

研修時間を延ばして、現場実習も追加して欲しい。 

教材のビデオを使った際に、指導員からの説明もその都度入れてほしい。そうすれば、

眠気防止にもなると思う。 

現場実習も追加してほしい。 

インドネシア人指導員を増やしてほしい。 

お礼 

石炭鉱山の知識として、大変役に立つため、有り難う御座いました。 

6 

コメントがないが、インドネシア人達に知識を共有していただき有り難う御座いまし

た。 

坑内掘り炭鉱保安技術の研修を実施していただき、有り難う御座いました。 

有り難う御座いました。 

ありがとう。 

非常に役に立つ研修でした。指導員の皆様に感謝します。 
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6)  理解度確認試験： 

研修内容の理解度は、以下のとおり。 

 

図 1.3-18 理解度確認試験結果(地質鉱山高等専門学校(AGP)) 

 

7) その他： 

資源をもっと有効に活用しなければならないという考えで、坑内掘り技術の習得が必要。

日本は坑内掘り炭鉱の歴史が長く、技術も持っている。また、保安技術においても優れてい

る。指導員達は炭鉱での現場経験が豊富なので、指導員からたくさんの知識を学部ことが可

能 (ジュマラ・ウィラディサストラ学長:開講式)。 

この研修を受けてよかったと思います。たくさんの坑内掘り炭鉱の新しい知識を取得で

きた。卒業して仕事についたら、知識を活用したい(ファイルズ・ファハリ・ラフマン研修

生代表:閉講式)。 

 

（１０） ジャカルタ特別州トリサクティ大学保安研修 

1) 期間： 平成 30 年 1月 22日(月)～1月 25日(木) 8：00～16：00（4日間） 

2) 場所： トリサクティ大学 

3) 研修生：地球エネルギー工学部鉱山学科第 11学期生 15名、第 7学期 13名、第 9学

期 5 名、第 13 学期 4 名、第 5 学期 2名及び第 15学期 1 名の合計 40名。男

子 31名女子 9名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山の採掘方法 13  32.5% 

2 通気技術 9  22.5% 

3 鉱山設備 5  12.5% 

4 石炭に関する知識 2  5.0% 

5 坑内掘進技術 2  5.0% 
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『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 
ジャカルタのトリサクティ大学で、フリーポート鉱山会社のブロッ

ク・ケーヴィング採掘法 
2 5.0% 

2 無し 38 98.0% 

 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 1月 22 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 

 

研修第 2日目 1月 23 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 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 24 日(水) 

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 
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研修第 4日目 1月 25 日(木) 

時 間 教 育 内 容 

 8：00～ 9：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 

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

10：00～11：00 災害事例教育(災害事例ケーススタディ実習) 

11：00～12：00 選炭環境知識:選炭技術 

12：00～13：00 昼  食 

13：00～14：00 選炭環境知識:石炭品質技術 

14：00～15：00 総合質疑応答、理解度確認試験 

15：00～16：00 最終アンケート、閉講式 

 

5) 最終アンケート結果： 

 

 
図 1.3-19 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、

「全部」が 22名、次に「通気技術」14名であった。 

表 1.3-28 ２０：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 19 

通気技術 17 

図上退避訓練 16 

通気観測技術 15 

坑内火災防止技術 15 

ガス炭塵爆発災害事例 15 

全部 15 

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 
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鉱山の経済性評価

通気技術
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坑内火災防止技術
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危険予知訓練と指差呼称

災害事例

選炭技術

石炭品質技術

理解度確認試験

研修時間

テキストの内容

教室での座学研修

トリサクティ大学保安研修
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自然発火防止技術 11 

災害事例 11 

危険予知訓練と指差呼称 10 

選炭技術 10 

鉱山の経済性評価 9 

坑内採掘保安技術 8 

インドネシア法規：鉱山保安法について 8 

池島炭鉱概要 4 

 

『質問 22本研修であまりためにならなかった科目』については、「無し」34

名、「石炭品質技術」、「危険予知訓練と指差呼称」及び「理解度確認試験」が、

それぞれ 1名であった。 

 

『質問 23本研修に追加したい科目』については、「坑内発破技術」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(トリサクティ大学) 

科目（複数回答） 回答数 

坑内発破技術 7 

酸性水について 6 

探査法について 3 

詳しい内容の坑内設計 3 

排水システム 2 

坑道維持 2 

鉱山設計 2 

発電におけるメタンガスの利用法 1 

風丸以外のソフトの使い方 1 

詳しい内容の経済性評価 1 

販売戦略 1 

FSの作成（実例を使って学ぶ） 1 

実技の科目をもっとたくさん取り入れてほしい 1 

坑内の埋め立てについて技術 1 

現場での保安研修 1 

坑内掘りと露天掘りの比較について科目 1 

ボーリング技術 1 

 

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

った」との回答が 97.5％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 97.5％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 175.4％との

回答であった。 

 

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

は、「実技をたくさん取り入れてほしい。」等の講義方法についての要望が最も多か

った。 

 

表 1.3-30 自由に要望等記入(地質鉱山高等専門学校(AGP)) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

一日の研修時間を短くするが、期間全体を長くする。 

11 

説明がもっと詳しく出来るように研修期間をもっと長くしてほしい。そうすれば、私

達の理解度も高くなる。 

時間に追いかけられて駆け足の説明になったケースがだいぶありましたので、期間を

長くして十分な説明ができるようにしてほしい。 

研修期間をあえて短くしてほしい。 

研修を増やして、時間を延ばして、１週間の研修を行われて欲しい。 

研修時間が短すぎた。 

全ての資料の説明出来るように、研修時間をより長くして欲しい。 

時間不足だった。 

研修時間を延ばして欲しい。 

出来れば、研修時間を延ばして欲しい。 

時間を長くして欲しい。 

研修回数・継続に

ついて 

トリサクティ大学にこの研修をまた実施してほしい。 

9 

トリサクティ大学にまた来てください。 

この研修を毎年実施してほしい。毎年の学校行事の一つとなってほしい。 

この研修をまた実施してほしい。 

次の研修を期待します。 

良ければ、年間に２回して欲しい。 

各大学で回数を増やして、この研修を行われて欲しい。 

トリクサクティ大学の場合は各学期に行われて欲しい。 

私の後輩達のために、また来て下さい。 

その他希望 

非常に良かったです。 

12 

頻繁に遅刻した学生にもっと厳しく叱ってほしい。 

指導員が大変良かった。 

研修で教えてもらった内容を十分理解できたと思う。 

テキストには目次を入れてほしい。今のままだと、特定の内容を探すのに時間がかか

りすぎる。（調べたいことがあったら、一つ一つページを捲らないとなかなか見つか

らない）。 

休憩室に時計を付けてほしい。休憩時間の残りを教えてくれるアラーム等付けてほし

い。 

この研修を通じて、日本の坑内掘り炭鉱の技術を知るようになった。 

研修生として、悪いこともしてしまったと思うけど、お許し下さい。 

若い女性の通訳がいればな〜と思います。 

日本のお土産を頂きたい。 ：－） 

この研修で”時間を守る”大切さを日本人指導員から見習った。 
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この研修は非常に良かった。たくさんのことを学ぶことが出来た。 

研修内容について 

坑内設計の科目を追加してほしい。 

8 

坑内で使われている装置の紹介、ソフトの使い方、通気の解析などがあって本当に役

に立つ内容の研修です。 

日本の炭鉱の紹介をもっと詳しくしてほしい。 

坑内掘り知識を知るために大変役に立つと思う。 

地球に関する科目を増やして欲しい。 

坑内の埋め立てについて科目を追加して欲しい。 

私には、この研修を大変役に立った。次回の研修が有れば、科目を追加して欲しい。 

大学で活かせます。大変良かった。ためになる知識だと思う。 

講義方法について 

内容をもっとしぼって、もっと詳しい説明が出来るようにしてほしい。 

16 

全インドネシア語で行う研修がほしい。その方が壁もなくてやりやすいと思う。しか

し、全体的にこの研修は非常に良かったと思う。楽しい研修でした。 

実技をたくさん取り入れてほしい。 

座学だけでなく、現場実習も行われて欲しい。 

実技をもっとたくさん取り入れてほしい。 

楽しかった研修でしたが、次回はさらに研修生を飽きさせない研修にしてください。 

多く知識を得ただでなく、教室で直接実習も行われて良かった。 

印象が良かったが、全部の学生は機材で実習出来なかった。 

説明がたいへん良かったが、たまに早すぎて、たまに飽きて、ゲームを入れたほうが

いいと思う。 

数講義ですが、飽きないようにして欲しい。 

シミュレーションの時間を延ばして欲しい。 

研修生と対話があり、良かった。 

グループで研修して欲しい。 

各科目の最後時間には研修生が再説明させたほうがいいと思う。 

伝え方が良かった。 

指導員と研修生は言語をお互いに分かったほうがいいと思う。 

お礼 

ありがとうございました。 

9 

この研修は非常に役に立ちました。坑内掘り炭鉱についてたくさんの知識を取得でき

ました。せんせい、ありがとう。 

教えてくれた指導員の皆様に感謝します。 

テリマカシー、ありがとう、サンキュー 

何時も皆さんの健康状況がいいと祈っている。また会いましょう。 

有り難う御座いました。 

私にはこの研修がためになったから、有り難う御座いました。 

指導員の皆さん、実行員の皆さん、研修を行われたため、有り難う御座いました。 

時間と知識を、有り難う御座いました。 
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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(トリサクティ大学) 

 

7) その他： 

この研修は稀なチャンスで、坑内掘り炭鉱の現場経験が豊富な指導員が教えて

くれるので、貴重なチャンスであることを学生にわからせてあげたい。また、この

研修の実施を希望している他の大学がけっこうありますので、この貴重なチャン

スを最大限に使ってほしいと学生に対して希望(パンチャニタ・ノヴィ・ハルタミ

鉱山工学科長:閉講式)。 

この研修は非常に良かったので、まだ研修に参加できなかった友達や後輩達の

為に、是非この研修をまた実施を希望 (クラウディア・インタン・プルマタサリ研

修生代表：閉講式)。 
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（１１） ジョグジャカルタ特別州ジョグジャカルタナショナル技術大学保安研修 

1) 期間： 平成 30 年 2月 6日～2月 8日(4日間) 

2) 場所： ジョグジャカルタナショナル技術大学 

3)  研修生：鉱山学科第 7 学期生 25 名、第 9 学期 6 名、第 11 学期 3名、第 5 学期 2

名、講師 2名、及び UPNベテランジョグジャカルタ大学鉱山学科 2名の合計 40名。

男子 30 名女子 10名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山の採掘法 11 27.5% 

2 坑内掘り鉱山の支保技術 3 7.5% 

3 石炭に関する知識 2 5.0% 

4 坑内掘り鉱山技術 1 2.5% 

5 石炭の利用 1 2.5% 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
NO セミナー名 複数回答 全体中％ 

1 ２０１７年１１月２１日～１２月２９日、日本の釧路炭鉱保安技術の研修 1 2.5% 

2 ジョグジャカルタナショナル技術大学の坑内掘り鉱山についてのセミナー 1 2.5% 

3 無し 38 95.0% 

 

4) 研修カリキュラム： 

 

研修第 1日目 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、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 危険予知訓練と指差呼称(ヒューマンエラー防止と災害防止) 

 

時 間 教 育 内 容 

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

ート、池島炭鉱概要 

9：00～ 10：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

10：00～11：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

11：00～12：00 インドネシアでの坑内掘り炭鉱経験と坑内掘炭鉱知識 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 鉱山の経済性評価 

14：00～15：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発防止技術 

15：00～16：00 爆発防止知識：ガス炭じん爆発災害事例 
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研修第 3日目 2月 8日(水) 

 

5) 最終アンケート結果： 

 
図 1.3-21 最終アンケート結果(ジョグジャカルタナショナル技術大学) 

 

質問 20 本研修で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 ２０：本研修で最もためになった科目(ジョグジャカルタナショナル技術大学) 

科目（複数回答） 回答数 

全部 21 

通気技術 12 

通気網解析技術 10 

通気観測技術 8 

ガス炭塵爆発災害事例 7 

選炭技術 7 

坑内火災防止技術 6 

図上退避訓練 5 

危険予知訓練と指差呼称 5 

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシアでの坑内掘り炭鉱経験 4 

鉱山の経済性評価 4 

自然発火防止技術 4 

災害事例 2 

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

地質鉱山高等専門学校(AGP)

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 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 
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石炭品質技術 2 

インドネシア法規：鉱山保安法について 1 

全部 21 

 

『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、「無し」39名、

「無回答」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」、「坑内排水技術」

などの要望があった。 

表 1.3-32 ２２：本研修に追加したい科目(ジョグジャカルタナショナル技術大学) 

科目（複数回答） 回答数 

坑内掘り炭鉱計画 9 

支保技術(詳細) 4 

坑内掘り探査技術・測量技術 4 

廃水管理 3 

発破技術 3 

ボーリング技術 2 

通気技術(詳細) 2 

坑道維持技術 2 

地盤工学 2 

日本文化紹介 1 

掘進機械 1 

運搬機械 1 

坑内掘り鉱山(鉱物) 1 

炭鉱の開坑から船積までの方法 1 

掘進技術(詳細) 1 

岩盤力学 1 

鉱山関係のソフト 1 

石灰石鉱山 1 

石炭ブレンド（混炭） 1 

現場研修・見学 1 

埋め立て 1 

 

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

なった」との回答が 100.0％であった。 

 

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

信がある」との回答が 100.0％であった。 

 

『質問 25今回の研修で、自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いま

すか？研修前を 100％として記入してください。』については、平均が 209.9％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、「研修時間を延ばして欲しい。」等の講義時間についての要望が最も多かった。 
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表 1.3-33 自由に要望等記入(ジョグジャカルタナショナル技術大学) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

３日間でなく、５日間の研修にして欲しい。 

10 

研修時間を延ばして欲しい。 

研修時間を延ばして欲しい。この研修は定期的にではないので、指導員が遠い所から

来て、３日間の研修が足りないと思う。 

研修時間は短かったので、もっと延ばして欲しい。そうすると、詳しく教えられる 

時間も延ばして欲しい 

研修の期間をもう少し長くしてほしい。今の研修は期間が短すぎる。  

研修時間を延ばして欲しい。 

研修期間を長くして、説明ももっと詳しくしてほしい。 

期間が短い、質問したいことがまだ残っています。 

研修期間を長くしてほしい。 

研修回数・継続に

ついて 

来年 STTNASにまた来て下さい。 

13 

インドネシアでまた研修が行って欲しい。 

出来れば、研修は年に２回で行われて欲しい。 

インドネシアに来て、たくさんの大学に研修を実施してください。 

研修の回数を増やして頂ければ、より知識をたくさん得ると思う。 

STTNASでの研修回数を増やして欲しい。 

STTNASと日本側の協力を強化して欲しい。良ければ、STTNASで研修を年２回で行われ

て欲しい。 

是非、ＳＴＴＮＡＳに又来てください！ 

Jogmecと STTNASの協力を強化して欲しい。出来れば、この研修の回数を増やして欲

しい。 

学生たちの能力を向上できるため、日本の坑内掘り炭鉱技術について、キャンパスで

の研修を頻繁に実施して欲しい 

毎年ぜひ私達の学校で研修を実施してほしい。 

インドネシアでの研修をもっとたくさん実施してほしい。 

一回だけでなく、新科目で STTNASにまたこの研修を行われて欲しい。 

その他希望 

大学生が対象として、日本の坑内掘り炭鉱を訪問しながら、日本で研修を行われたほ

うがいいと思う。 

20 

指導員が良かったため、研修が良かったです。 

将来、日本で研修を参加したい。 

日本の研修に参加したいです。 

参加できる日本での研修を作って欲しい。 

日本の作業体制をインドネシアで適用すれば、この研修はインドネシア人の考え方を

変えられると思う。 

奨学金で日本へ勉強するやる気が高まる。 

日本へ連れて行って、優秀な参加者に対して、記念として賞品をもらえば、いいで

す。 

参加できる日本での研修プログラムを作って欲しい。 

日本で研修があれば、私は参加したいです。 

参加できる日本での研修を作って欲しい。 

各大学から日本の炭鉱へ見学する研修参加者として代表を派遣できるように期待して

います。 

参加できる日本での研修がほしい。 
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私の案ですが、ソーシャルメディアなどを通じて元研修生の会を作ってもらいたい。

目的は、意見・情報交換、ディスカッション（坑内掘りをテーマにして）、質疑応答

の場などです。 

池島炭鉱へ訪問したい。 

少しでも良いが、日本語を教えてほしい。 

坑内掘り炭鉱で働きたい 

インドネシアの大学生に奨学金を与えて欲しい。 

日本での研修に私達の学校から講師を参加させてほしい。 

２カ国の協力が旨く行けるよに祈っています。 

研修内容について 

池島炭鉱で使用する技術の適用を教えて頂きたい。 

4 

もっと勉強したいこと：混炭、埋め立て 

風丸の実技時間をもっと長くとってほしい。色々な通気のケースを風丸で解析した

い。 

坑内掘り災害が発生する時のシミュレーションを追加して欲しい。 

講義方法について 

ビデオの画像を改善して欲しい。 

17 

教材のビデオは古そうですから、新しく作り直したほうが良いと思います。 

練習を与えて欲しい。 

研修は全般的に、とても面白かったです。ただ、長いビデオがあった場合には眠くな

いように、少し指導員からビデオ内容の説明がある必要。 

参加者が飽きて、眠気に襲われないように、指導員の教え方はもっと面白くして欲し

い 

ビデオを多くして欲しい 

研修参加者が飽きなくて、眠くないように、質問に答えられる学生に小さな賞品をや

れば良いと思う。 

休憩時間は短すぎた。 

賞品たくさん欲しい。 

実技をもっとたくさん取り入れてほしい。 

期間を長くして、研修生をグループに分けて、ケーススタディ（問題解決法）をす

る。グループ内のディスカッション結果をみんなの前で発表する。 

現場見学及び実習を取り入れてほしい。 

ビデオは最近の情報を追加して新しく作って欲しい。 

時間と内容のバランスを考慮してほしい。 

ビデオも良かったが、時間がない場合はディスカッションに時間を多く使ったほうが

良いと思う。 

実技をたくさん取り入れてほしい。 

指導員は学生に質問を出して、答えが正解であれば商品を貰う。この方法をもっとた

くさん取り入れてほしい。 

お礼 

この研修で知識が幅広くなってきたため、感謝します。日本で会いましょう。。。有

り難う御座いました。 

3 将来に、学生たちには職場で吸収できた知識を利用して、活かせるように期待してい

ます。どうもありがとうございました。 

また、お会いできるように。先生！ありがとう ございます。さよなら 
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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(ジョグジャカルタナショナル技術大学学) 

 

7) その他： 

指導員は日本での炭鉱経験が長く、知識も豊富です。せっかくこの貴重な研修に

参加できるので、このチャンスをうまく活用し、自分の能力向上に使うことを期待。

(イルハム学長：開講式) 

日本政府に感謝。勿論、インドネシア政府にも感謝。この研修を通じて、これか

らのインドネシアの炭鉱技術が、もっともっと日本の技術に負けないくらいの技

術の進歩が得られることを願う。(アグス・ジャヤトゥン大学法人代表(事務室長：

閉講式) 

 

（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 9日～2月 14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：鉱物・工学部鉱山学科第 10学期生 12名、第 8学期 2名、卒業生 13名、大

学院生 4名及び講師他 9名の合計 40名。男子 31名女子 9名。 

『質問 坑内掘り炭鉱技術に関することを勉強しましたか。』 

NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 坑内掘り鉱山の設備と運搬 13 人 32.5% 

2 坑内掘り鉱山の採掘法 13 人 32.5% 

3 石炭に関する知識 8 人 20.0% 

4 坑内掘り鉱山 1 人 2.5% 

 

『質問 坑内掘炭鉱技術の研修やセミナー等に参加したことはありますか。』   
NO 項目 複数回答 全体中％ 

1 無し 40 100.0% 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

ジョグジャカルタナショナル技術大学
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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 

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 

 

 

 

 

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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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 

全部 18 

通気技術 11 

通気網解析技術 7 

坑内火災防止技術 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 

通気観測技術 6 

図上退避訓練 6 

坑内採掘保安技術 5 

池島炭鉱概要 3 

自然発火防止技術 3 

ガス炭塵爆発災害事例 3 

危険予知訓練と指差呼称 3 

災害事例 3 

鉱山の経済性評価 2 

選炭技術 2 

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」2名、「インドネシア法規：鉱山保安法について」3名、「鉱山の経済性評価」

1名、「選炭技術」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。 

 

『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。 
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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保安研修
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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 3 

酸性水 3 

鉱山設計 3 

支保 3 

岩盤力学・地盤工学 2 

掘進技術 2 

坑内石炭ガス化について 2 

坑内掘り炭鉱で使われる機械・装置について 1 

生産管理 1 

坑内掘り炭鉱における探査方法 1 

坑内掘における排水システム 1 

露天掘と坑内掘の比較 1 

埋め立て 1 

探査技術 1 

ボーリング技術 1 

保安分析 1 

日本国が露天掘りより坑内掘り鉱山を選ぶ理由という科目 1 

地盤沈下の防止技術 1 

火災対策訓練 1 

保安を考慮した坑内掘り炭鉱の作業 1 

研修設備及び実習を増 1 

石炭品質維持技術 1 

研究室での労働安全衛生について科目 1 

坑内掘り炭鉱の設備、保安装置、機械の紹介 1 

ソフトを使っての坑内設計 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 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 178.3％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、「研修期間をもっと長くしてほしい。」等の研修時間についての要望が最も多

かった。その結果を表に示す。 
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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) 

科目（複数回答） 

解析 アンケート結果 回答数 

研修時間について 

研修期間をもっと長くしてほしい。 

10 

研修期間が短い。 

期間をもっと長くして、たくさんのことを説明をしてほしい。 

要望として、研修のやり方は期間を長くして１日の時間を短く（１日に３科目、半日

だけ）してほしい。 

研修期間は最低、７日間で、そうすると、教えられる資料が増えてくる。 

研修期間は午前中だけでも十分です。日数を延ばした方が良い。 

出来れば、研修時間が延ばして欲しい。そうすると、我々の能力がもっと上がると思

っています。 

研修を１週間にして欲しい。全体的に良かった。 

時間不足。 

研修時間を延ばして欲しい。 

研修回数・継続に

ついて 

鉱山工学科の学生の知識向上のために、この研修は毎年実施してほしい。 

11 

次の研修を期待します。 

インドネシアにまた来て教えてください。 

この研修が毎年実施できるように。 

この研修は継続的に実施して欲しい。 

研修を頻繁にやって欲しい。１年間に、２回ぐらい 

研修が継続的にやって欲しい。学生たちに経験と知識をくださるように願っておりま

す。 

この研修を定期的に多くの研修生で行われて欲しい。 

出来れば、多くの科目が教えられるように、研修を７日間にして欲しい。 

この研修を引き続いて欲しい。（出来る限り） 

この研修を毎年行われて欲しい。 

その他希望 

指導員はいつも元気であることを祈っています。 

10 

教材のビデオについて、新しいビデオがあればぜひ紹介してほしい。（新しく作った

ビデオ、最近の問題を取り上げたビデオ）。 

参加できる日本での研修プログラムを作って欲しい。 

パーフェクト！ 

楽しかった研修でした。 

この研修で沢山の新しい知識を取得した。 

非常に良かった研修でした！ 

日本の研修があれば、参加したい 

将来のために、ためになった。 

指導員達が大変良かった。 

研修内容について 
研修内容は実際の坑内掘り炭鉱での応用・適用を選ぶ。 

9 
新しい項目、例えば坑内石炭ガス化を研修に取り入れてほしい。 
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新しい科目の追加をお願いしたい。 

テキストの内容はもっときちんと作って欲しい。 

非常によかった。鉱山界は政治と国の治安と深い関係があると思っています。そこか

ら、規則と関連する。そういうことで、追加したい科目は日本がより坑内掘りを選ん

だ理由 

災害事例は日本とインドネシアだけじゃなくて、世界代表する事例が欲しい。 

計測装備の数と計測装備の種類を増やして欲しい。 

良かったです。もう一つ追加したい科目は最近発生した災害または事故の事例。 

良ければ、実技練習をして、世界中での炭鉱を参考にして欲しい。 

講義方法について 

幾つかの講義は単調に感じて眠たくなったときもあったが、全体的には良かった研修

でした。 

9 

テキストだけじゃなくて、ＣＤ形の資料が欲しい。 

研修は現場で直接にやって欲しい。 

授業の時に、参加者と話し合い、意見交換、質疑応答が多くして欲しい。そうする

と、研修雰囲気が退屈にならなくて、暖かくなると思っている。 

テキストの中に、一番大事な図面または写真がカラーにして欲しい。 

最新的なビデオが必要である。案として、それを得るためには、ＹＯＵＴＵＢＥ、チ

ャネルＡＴＬＡＳＣＣＰＯ！ 

現場実習が欲しい。 

指導員は資料を詳しく説明した。 

研修科目の伝え方が分かりやすかった。 

お礼 

指導員はみんな優しくて、いい人です。研修してくれて、ありがとうございました。 

9 

ありがとうございました。また会いましょう。 

先生、ありがとうございました 

先生！ありがとうございました 

ありがとうございました 

仕事の経験・鉱山知識・日本の文化を教えてくれた先生方に感謝いたします。 

愛している。 

最後に、教えてくれた先生方にありがとうぎざいました。愛しているよ。 

指導員達に、有り難う御座いました。将来に知識が幅広くなりたいと思う。 
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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日間の研修を活用して自分の知識を高めて、将来、インドネシアの坑内掘

り炭鉱の時代がくれば、5年後か、10年後か分かりませんけれども、その時、此処

で得た知識を活用することを期待。 (シンギィ・サポトノ副大学長：開講式) 

ここの研修はタイトルとして、保安技術研修ですが、実際には、保安技術だけで

はなく坑内掘り炭鉱の色んな技術も学べ、沢山の知識を得た。本当に、参加できて

よかったとの感想。 (エカ・パンブディ研修生代表：閉講式) 

 

（１３） 初期アンケート全体まとめ 

1) 『坑内掘り炭講義に関することを勉強しましたか。』まとめ 

  
図 1.3-25 坑内掘り炭講義に関することを勉強しましたか。 

 

 

 

 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
保安技術

通気保安技術

炭鉱開発技術

選炭技術

UPNベテランジョグジャカルタ大学

ある , 62.4%

ない , 37.6%
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2) 『坑内掘り炭鉱技術の研修やセミナーに参加したことがありますか。』まとめ 

  
図 1.3-26 坑内掘り炭鉱技術の研修やセミナーに参加したことがありますか。 

 

 

（１４） 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 1.3-27 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) 

 

 

 

 

 

 

ある, 

16.0%

ない, 

84.0%

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

研修生から見た各研修科目、研修時間、
テキストの内容等を5段階表示評価

項目別評価

目標
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1) 『本研修で最もためになった科目』まとめ 

 

図 1.3-28 最終アンケートまとめ(本研修で最もためになった科目) 

 

 

2) 『本研修であまりためにならなかった科目』まとめ 

  
図 1.3-29 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) 

通気技術
9.4%

全て
9.3%

通気網解析技術
9.2%

ガス炭塵爆発災害事例
7.3%

通気観測技術
6.9%

坑内火災防止技術
6.9%

図上退避訓練
6.8%

危険予知訓練と指差呼称
6.2%

自然発火防止技術
6.0%

選炭技術
5.9%

坑内採掘保安技術
4.7%

災害事例
4.6%

坑内掘炭鉱基本知識とインドネシア

での坑内掘り炭鉱経験
4.0%

インドネシア法規：鉱山保安法につ

いて
3.1%

鉱山の経済

性評価
3.9%

池島炭鉱概要
3.1%

石炭品質技術
2.6%

本研修で最もためになった科目

インドネシアの鉱山保安法規, 
2.2%

鉱山の経済性評

価,1.9%
インドネシアの坑内掘り炭鉱

経験, 1.6%
池島炭鉱概要, 1.2%
災害事例, 0.6%
自然発火防止技術, 0.4%

危険予知訓練と指差呼称, 0.4%
理解度確認試験, 0.2%

図上退避訓練, 0.2%
通気網解析技術, 0.2%

石炭品質技術, 0.2%
ガス炭塵爆発災害事例, 0.2%

選炭技術, 0.2%
無回答(アンケート未提出

者を含む), 8.4%

無し, 82.1%
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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、380件の意見があった。一番多かった

のが「発破技術」の 51 件、次に「坑内排水、鉱山水の酸性処理」29件、「鉱山

計画･坑内設計」26件、「支保の話（もっと詳細に）」24件、「鉱山に関するソフ

トが増やして欲しい」17件、「埋め立て」16件などであった。 

  
図 1.3-30 最終アンケートまとめ(本研修に追加したい科目) 

 

 

4) 『ためになったとの本研修への印象をもったか？』まとめ 

  
図 1.3-31 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？) 

 

 

 

坑内掘り鉱山の発破技術, 
13.4%

坑内排水、鉱山水の酸性

処理, 7.6%

鉱山計画･坑内設計, 6.8%

支保の話（もっと詳細

に）, 6.3%

鉱山に関するソフトが増

やして欲しい, 4.5%埋め立て, 
4.2%坑内機械

設備, 
3.9%

岩盤工

学・地盤

工学, 3.9%

探査･測量技術、地質技

術, 3.9%

実技・現場実習, 3.2%

ボーリング技術, 3.2%

坑内掘り金属鉱山, 1.8%

露天掘り技術, 1.8%

石炭利用・加工技

術, 0.8%

その他, 34.5%

本研修に追加したい科目

はい, 93.0%

いいえ, 0.0%

無回答, 5.2%
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5)  『研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？』まとめ 

  
図 1.3-32 最終アンケートまとめ(研修で得た知識を今後活かせる自信はありますか？) 

 

 

6)  『自分の技術レベルや能力等がどれだけ増えたと思いますか？』まとめ 

 

  
図 1.3-33 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 

「研修は現場で直接にやって欲しい。」等の講義方法についての記載が最も多か

った。次に、「研修時間を延ばして欲しい。」研修時間についての記載が多かった。 

また、「日本の技術はインドネシアより進んでいると思っています。要望として、

研修を頻繁に実施して欲しい。そうすると、いずれ、我々の能力が同じレベルにな

ると思っています。」等の研修回数・継続に関するものついての意見があった。 

はい

95.4%

いいえ

0.6%

無回答
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図 1.3-34 最終アンケートまとめ(自由に要望等) 

 

 

 

 

（１５） 研修先へのアンケート全体まとめ 

 

1) この研修を希望した理由。 

 「この研修は鉱山工学科の学生がもっている石炭知識・能力を向上させるために

必要な一つの手段である。」等の研修生の能力向上の理由が多かった。 

 

図 1.3-35 この研修を希望した理由 

 

講義方法につ

いて

22.2%

研修時間につ

いて

15.6%

研修回数・継

続について

15.9%

研修内容に

ついて

13.4%

お礼

12.5%

その他希望

20.4%

①研修生の能力

向上, 45.0%

②カリキュラム強

化を期待, 10.0%

③経験豊富な指

導員の指導, 
10.0%

④政府との協力, 
5.0%

⑤坑内掘りの必

要性から, 10.0%

⑥競争力・受講証

明書, 15.0%

⑦研修生のこの

研修への関心, 
5.0%
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2) 来年も研修を希望しますか。 12研修先全部が来年も研修を希望との回答。 

 

3) 来年も研修を希望しますか。理由 

 「高い技能と知識を持つ学生を育成するのは我々の目的ですが、それを支える手

段として本研修があり、効果は大きいと思います。」等の研修生の能力向上との理

由が多かった。 

 

図 1.3-36 来年も研修を希望しますか。理由 

 

4) その他 

 「この研修は毎年の行事になれることを願っています。そうすれば、学校の授業

の他に、現場経験が豊富な指導員から坑内掘り炭鉱における技術、経験等を聞くこ

とが出来て、彼らの知識向上になる。」等の研修継続希望や「我々の大学におい

て、もし可能であれば年 2回研修を実施してほしい。」等の研修回数を 2回に増や

す希望が最も多かった。 

 

図 1.3-37 来年も研修を希望しますか。理由 

①研修生の能力

向上, 47.8%

②カリキュラム強

化を期待, 13.0%

③経験豊富な指

導員の指導, 8.7%

④政府との協力, 
4.3%

⑤坑内掘りの必

要性から, 8.7%

⑥競争力・受講証

明書, 13.0%

⑦研修生のこの

研修への関心, 
4.3%

①研修継続希望, 
15.0%

②研修回数を年2
回希望, 15.0%

③研修時期の希望, 
5.0%

④実技の種類増, 
10.0%⑤現場研修, 10.0%

⑥指導員による一

般講演／ゲスト講

師, 5.0%

⑦日本での研修参

加希望, 15.0%

⑧この研修以外へ

の参加希望, 5.0%

⑨研修期間, 5.0%

⑩研修方法, 5.0%

⑪感想, 10.0%



 

171 

（16） 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 1.3-38 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 
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写真 1.3-1 図上退避訓練研修風景       写真 1.3-2 危険予知訓練と指差呼称講義風景 

(平成 29年 9月 27日 13時:バンドンイスラム大学)     (平成 29年 10月 6日 9時:アカミガス高等専門学校) 

 

      

写真 1.3-3 坑内採掘保安技術講義風景           写真 1.3-4 通気技術研修風景 

(平成 29年 10月 9日 9時:スリウィジャヤ大学)        (平成 29年 11月 8日 8時:パダン大学) 

 

  

写真 1.3-5 インドネシア法規：鉱山保安法について研修風景   写真 1.3-6 通気網解析システム研修風景 

 (平成 29年 11月 14日 9時:パダン工業技術大学)   (平成 30年 11月 21日 10時:サワルント市地域社会短期大学) 

 

  

        写真 1.3-7 開講式風景           写真 1.3-8 ガス炭じん爆発災害事例義風景 

 (平成 29年 12月 4日 8時:ランブンマンクラット大学)   (平成 29年 12月 14日 8時:バンカ・ブリトゥン大学) 
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  写真 1.3-9 選炭技術講義風景              写真 1.3-10 坑内掘炭鉱知識講義風景 

  (平成 30年 1月 11日 8時:地質鉱山高等専門学校(AGP))     (平成 30年 1月 23日 11時:トリサクティ大学) 

 

  

 写真 1.3-11 通気観測技術講義風景         写真 1.3-12 ガス炭塵爆発事例講義風景 

(平成 30年 2月 6日 9時:ジョグジャカルタナショナル技術大学) (平成 29年 2月 13日 15時:UPNベテラン大学) 
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（17）  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 

バンドンイスラム大学 

9/25 - 9/28 

アカミガス高等専門学校 

10/3-10/6 

スリウィジャヤ大学 

10/9-10/12 

パダン大学 

11/7 - 11/10 

パダン工業技術大学 

11/13 – 11/16 

ｻﾜﾙﾝﾄ市地域社会短期大学 

11/20 - 11/22 

ランブンマンクラット大学 

12/4 - 12/6 

バンカ・ブリトゥン大学  

12/11 - 12/14 

地質鉱山高等専門学校(AGP) 

1/9 - 1/11 

トリサクティ大学学 

1/22 - 1/25 

ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀﾅｼｮﾅﾙ技術大学 

2/6 - 2/8 

UPN ﾍﾞﾃﾗﾝｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ大学 

2/9 – 2/14 

40 

 

46 

 

33 

 

60 

 

41 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

40 

 

40 

 

40 

選炭技術 

 

選炭工場管理技術 

石炭品位管理技術 

バンドンイスラム大学 

9/25 - 9/28 

アカミガス高等専門学校 

10/3-10/6 

スリウィジャヤ大学 

10/9-10/12 

パダン大学 

11/7 - 11/10 

パダン工業技術大学 

11/13 – 11/16 

ｻﾜﾙﾝﾄ市地域社会短期大学 

11/20 - 11/22 

ランブンマンクラット大学 

12/4 - 12/6 

バンカ・ブリトゥン大学  

12/11 - 12/14 

地質鉱山高等専門学校(AGP) 

1/9 - 1/11 

トリサクティ大学学 

1/22 - 1/25 

ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀﾅｼｮﾅﾙ技術大学 

2/6 - 2/8 

UPN ﾍﾞﾃﾗﾝｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ大学 

2/9 – 2/14 

40 

 

46 

 

33 

 

60 

 

41 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

40 

 

40 

 

40 
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1.3.2 研修結果 

(1) 本年度は鉱山系学部、専門学校の１２カ所にて講義を実施（502名が参加）。 

(2) 研修内容については、概ね良しとするものが多く、研修参加理由についても、自分

の能力向上に繋げるとの理由から意欲的に参加している状況が伺える。 

(3) 研修に参加した大学の卒業生の進路先についても、半数以上が石炭・鉱山系の民間

会社に進んでおり、本研修事業で得た知見が生かされる可能性が高い。 
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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炭鉱での採鉱技術：保坑技術） 

 

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。 

 

2.2 評価結果 

 

(1) 研修生に対する動機付け評価 

チーム別 研修生に対する動機付け評価 

東カリマンタン

チーム 

 

 

採鉱指導員 5名、機械技術指導員 4名、電気技術指導員 2名により､

各技術について専門分野別に GDM炭鉱従業員等 1,136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 4.8、

達成率 96%]となった。 

炭鉱名

実施項目

研修期間 平成29年10月13日 4名 新人

盤打ち・整硬・残炭流し

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　

イエリアンドリ アデクスマ スニョト アンディフェラミ

実技教育 4 3 4 3

4 4 4 4

軟弱箇所での走行対策 4 4 4 4

軟弱箇所での盤調整方法 4 4 4 4

5 5 5 5

5 5 5 5

26 25 26 25

4.3 4.2 4.3 4.2

GDM 炭鉱

SDL運転操作技術(南第2斜坑）ハルトノ(C方）

研修内容 項目
名前

運転操作手順方法

4.3

安全装置について

積極性（やる気）

態度

合計

個人点数

研修内容評価点
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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 877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 1,002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 4.6、達成率 92%]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 93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[79点]、運搬

技術[84 点]、機械技術[88点]、電気技術[79点]、保安技術[85点]、

全技術の平均点[83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 57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[100点]、保安技術[98

点]、通気技術[95点]、炭鉱開発技術[95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 3.9点、通気保安技術

4.9点、炭鉱開発技術 3.3点、選炭技術 4.3点となった。 

 
※評価点数はチェックシートにある「研修内容評価点」を、達成率は評価５を１００％とし、
評価点数を２倍して％表示している。 
※技術項目別評価は、表 2.2-1、表 2.2-2、表 2.2-3を参照。 
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表 2.2-1 東カリマンタンチーム 

研修項目 目的・目標 研修効果 

採

鉱

技

術 

 

掘進技術 軟弱切羽における掘進機械運

転技術、始業・終業点検、枠

入れ、成る木の締め上げ、直

線化等の施枠等の指導を行い

技術の向上を図る 

 

北第二斜坑、南第二斜坑において掘進技術の実技指導を行った。

目標の炭層に到達するためには炭層を貫縫し、湧水が発生し軟

弱切羽となるが現場状況に対応した的確な実技指導により掘進

長を確保できた。［評価 4.3、達成率 86%］ 

保坑技術 水処理のための溝割り、バック

掘り、サイドダンプローダによ

る盤打ち整盤、天盤切り上げ等

の荷抜き、当たり付け等の指導

を行い技術の向上を図る。 

北第一斜坑、北第二斜坑、南第一斜坑、南第二斜坑において保坑

技術の実技指導を行った。各種の保坑技術の実技指導により、軟

弱切羽における掘進坑道維持に貢献した。［評価 4.3、達成率 86%］ 

 探査・測量技術 坑内ボーリング及びスライム

解析法、坑道センター、腰線入

れ、石炭層のコンター（等高線）

の作図、トランシットによる測

量、トラバース測量及び計算等

の指導を行い技術の向上を図

る。 

掘進の進行に追随した坑道のセンター入れは、センター上に測

点を設けトランシットの使用により精度が向上し計画通りに掘

進されている。トラバース測量においても測点間の誤差調整、連

絡測量の実施時期、結果において目貫の計画等の理解度が向上

した。［評価 4.2、達成率 84%］ 

 坑内設計技術 目抜きの巻立枠の設計等の指

導を行い技術の向上を図る。 

今後の採掘計画の設計において、巻立枠の設計、坑内坑道の設計

に関して意識向上、能力向上に寄与した。［評価 4.0、達成率 80%］ 

運

搬

技

術 

 

運搬設備管理技

術 

チェーンコンベア新設・撤去、

点検方法、故障復旧技術、部品

整備、予備品管理等の指導、ベ

ルトコンベア点検方法、運転管

理、部品整備、予備品管理、延

長、動力計算等の指導を行い技

術の向上を図る。 

部品整備作業の熟練、故障軽減のため、掘進の進行に合わせた設

備の新設・移動等が出来るようになった。[評価4.6、達成率92%] 

運転管理技術 

坑内全般状況の把握、運搬災害

防止対策等の指導を行い技術

の向上を図る。 

ベルトコンベアによる坑内火災防止について理解された。[評価

4.6、達成率 92%] 

大型巻管理技術 

ワイヤーロープの管理、ホイス

トの設置方法、点検方法、運転

操作、維持管理、軌道管理、動

力計算等の指導を行い技術の

向上を図る。 

大型巻の設備管理が出来る事で材料運搬を安全に行った事が出

来るようになった。[評価 4.6、達成率 92%] 

機

電

技

術 

排水管理技術 

ポンプ座計画、水処理方法、ポ

ンプ及びバック管理、ポンプの

整備等の指導を行い技術の向

上を図る。 

坑内湧水箇所の変化に応じた排水管理を行えるようになる。[評

4.4価、達成率 88%] 

掘進機械維持管

理技術 

掘進機械の日常点検整備、故障

対策、予備品管理、オーバーホ

ール等の指導を行い技術の向

上を図る。 

部品整備と共有化により故障復帰を、より容易に行った事が可

能に成った。[評価 4.6、達成率 92%] 

各種機器の整備

技術 

コンプレッサー、エアーブロッ

ク、サイドダンプローダ、ハウ

サリット等の点検整備等の指

導を行い技術の向上を図る。 

坑内作業の効率化に寄与した。[評価 4.6、達成率 92%] 

坑外電気設備管

理技術 

発電所運転管理、坑外電気室管

理及び電圧の高圧化、集中監視

等の維持管理、ケーブル接続、

坑内を全停するインターロックの座学教育及び実技指導により

坑内電源遮断管理について理解させ技術向上に貢献した。[評価

4.5、達成率 90%] 



 

182 

故障対策、改善技術等の指導を

行い技術の向上を図る。 

掘進機械維持管

理技術 

掘進機械の日常点検整備、故障

対策、予備品管理、オーバーホ

ール等の指導を行い技術の向

上を図る。 

掘進進行における故障、電圧降下の発生する過程を理解させ、そ

の改善及び管理方法の重要性に理解を深め技術向上に貢献し

た。[評価 4.3、達成率 86%] 

坑内電気設備管

理技術 

坑内高圧電気室新設及び維持

管理、サイドダンプローダ、ポ

ンプ、各種スイッチ及びケーブ

ル等の維持管理、ガスセンサー

等の保安装置維持管理、機器の

接続試運転等の指導を行い技

術の向上を図る。 

掘進進行に追随した電気機器の増設、ケーブル延長、接続、新設、

機器の取替え等において座学教育及び実技指導により、技術向

上に貢献した。[評価 4.3、達成率 86%] 

各種機器整備技

術 

各種スイッチ類、モーター、セ

ンサー類等の点検整備等の指

導を行い技術の向上を図る。 

電気機器の改善、点検、整備に関した実技指導により、技術向上

に貢献した。[評価 4.1、達成率 82%] 

保

安 

技

術 

重大災害防止技

術 

各種保安マニュアル作成指導

を行い技術の向上を図る。 

座学指導によりガス炭塵爆発防止、坑内火災防止及び退避マニ

ュアルの作成ための座学指導を行った。坑内掘り炭鉱において

は危機管理技術として保安マニュアル作成が必要となる。今回

その意識向上、能力向上に寄与した。［評価 4.6、達成率 92%］ 

救急法技術 
炭鉱主催講習会立ち会い指導

を行い技術の向上を図る。 

炭鉱主催の救急法講習会に立ち会い指導を行った。救急法実技

指導は経験に裏打ちされた方法が必要とされる。今回はその指

導力向上に寄与した。［評価 4.3、達成率 86%］ 

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 4.1、達成率 82%］ 

表 2.2-2 西スマトラチーム 

研修項目 目的・目標 研修効果 

採

鉱

技

術 

採炭技術 ・山丈変化に対応した安全な採

掘法を理解させる。 

・採炭箇所の残柱引きの方法と

周囲の岩盤、石炭の強度と荷重及

び支保材の強度の関係及び浮石

点検に関するの理解を向上させ

る。 

・採炭箇所の採掘跡の支保につ

いての理解を向上させる 

・坑内の狭小箇所等の改善作業

量と将来の採掘計画の整合性に

関する理解を向上させる 

・厚層採掘の安全な採掘法を理解させた。 

 

・採掘順序、空木組、漏風防止シート張りの方法、有効な支保

の施枠法及び手を伝って浮石の判定をする技術に対する理解

を向上させた。 

・残炭の回収率が向上した。 

 

・空木組を規格通りに行い採掘跡方の支持率を 3倍にすること

の重要性の理解を向上させた。 

・保坑体制と採掘計画をバランスする必要性の理解を向上させ

た。 
[評価 4.0、達成率 80％] 

沿層掘進技術 ・掘進能率管理の方法について

理解させる。 

 

・ピック掘進法について理解さ

せる 

・落盤災害防止法と鋼枠坑道の

維持法及び坑道の鉄脚に使用し

ている溶接鉄柱の支持力と腐食

対策について理解させる。。 

・沿層箇所における発破作業、発

破設計、不発雷管への対応に対す

る理解を向上させる 

・毎日の出勤人員の記録取りを一覧表にし、また、タイムスタ

ディをとる方法及び目標能率と対比し、改善する項目を分析し

対策をたてる手法を理解させた。 

・先受けのために切羽をピックで切削する際は残炭を足場にす

ることの重要性を理解させた。 

・成木締付けを強化し落盤防止すること、坑道維持要員を増や

すこと及び溶接鉄柱の支持力チェック法と腐食した鉄柱の取

替えの基準を決めることの重要性を理解させた。 

 

・爆薬、雷管、発破器、発破母線、込物等の取扱い等の基本的

な発破法と発破設計においては現場作業員の意見、現場状況を

勘案して試行錯誤しながら進めること、不発雷管対策として発

破母線の使用、雷管の結線箇所の接触防止に注意を払うに関す

る理解を向上させた。 
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・発破掘進箇所が 2箇所とピック掘進箇所が 3箇所となり、掘

進能率が向上した 

[評価 4.1、達成率 82％] 

運

搬

技

術 

運搬技術 ・底開き炭車の扉と装置構造、強

度等を理解させる。 

 

 

・底開き式炭車の各部の製作内

容を理解させる。 

 

 

 

 

 

・底開き炭車の扉開放の仕組みを理解させ、底開き炭車の扉開

閉装置製作で底板固定部の形状と底板の補強、底板受け部のブ

ラケット取付け位置、角度、取付け部の強度が重要なことを理

解させた。 

・底扉式炭車の扉部を広く開放するために現行車輪軸間 550mm

を 1,200mmに広げる為車輪取り付け部加工、車軸間を延長する

ことで石炭卸が短縮できることを理解させ、またブラケット取

り付け方で扉がシャフトに当たり扉が開かないようになるこ

ともあり、叉レールに炭車を乗せたとき４個の車輪が平均に車

道に乗らないこともあるのでブラケットの取り付けが重要な

ことを理解させた。 

. 底板開閉装置は底板、フック、シャフト、開閉調整ばねの取

り付け 底扉の開閉テストを行い底開き装置の製作を完成さ

せ技術を向上させた。 

[評価 4.4、達成率 88%] 

・30 馬力ホイスト維持管理技術

と新設ホイスト設置技術を向上

させる。 

 

 

 

 

・ロープ巻き取り、ロープ元固定

法及びロープ摩耗防止の技術を

向上させる。 

 

・30馬力ホイストは日常点検（始業点検）要領について、ブレ

ーキ、クラッチハンドルピン、ボルトの緩み、調整ボルト、ラ

イニングの摩耗、ロープの異常等点検する重要性を理解させ、

坑外に新設された 2台のホイストについては車道傾斜の修正に

関する技術を向上させた。 

・2016 年度の指導で整備した 30 馬力ホイストを設置して奥部

の掘進開発に貢献した。 

・ロープ巻取り手順、ロープ元固定方法、ワイヤーをホイスト

ドラムに巻き始めるときの注意事項ドラム地巻が緩まないこ

と、コース元はメタル流しこみ、Ｍコース等があるが現状では

クリップ止めの方法ですることを理解させ、ロープ摩耗防止の

ため、道中車、各ローラー不良の場合は取替、摩耗は肉盛補修、

ベアリング取替え等の対策をすることを理解させた 

[評価 4.5 、達成率 90 %] 

・ベルトの保護装置の取り付け

場所と必要性を理解させる。 

 

 

・ローラー点検、ローラー不良

原因を理解させる。 

 

 

・保護装置でベルトコンベアがスムーズに運転できることを理

解させた。毎日運転前の各所点検簿を作成し管理することで維

持管理技術が向上した。 

・分解ごとにグリースの有無、シャフトの変形、曲がり等を点

検し、ベアリングだけの不良ではなく、シャフトや取り付け台

などが故障原因となることを理解させた。 

・新規区域の開発のため、ベルトコンベヤを延長したが、故障

なく運転でき新規区域開発に貢献した。 

[評価 4.4 、達成率 88 %] 

機

電

技

術 

機械技術 ・ホンプメンテナンス時の作業

項目を理解させる。 

 

 

 

 

 

・排水管掃除ピグ通し作業の目

的を理解させる。 

 

・水中ポンプメンテナンス作業で点検、交換部品、補修の項目

パッキン、オイルシールの交換、シャフトはシール溝があった

らライナー等で溝をずらし、ケーシング、底板等は肉盛加工や

パテで補修するか予備品と交換補修しないとポンプの効率が

悪いことを理解させた。 

・排水管内に付着する粉炭、岩石、管内の錆等を掃除すること

で管内圧力の損失を減少させ排水効率の上昇になり、ピグ通し

作業の工具、ピグの走行可能なパイプラインは曲管、T 管、で

も同一管径であれば同じピグで掃除できることを理解させた。 
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・新規区域の開発のため、奥部に貯まった多量の水をポンプの

故障なく揚水できて坑内展開に貢献した。 

[評価 4.3 、達成率 86%] 

・コンプッレッサーの各点検機

器を理解させる。 

 

 

 

・コンプレッサーの日常点検と

状況対策で維持管理技術を向上

させる。 

・エアーフィルター、減圧弁、オイラー、電磁弁の各機器点検

方法、特にドレイン対策と漏気対策をすること。定期的な点検

項目としてエアーフィルター、減圧弁、圧力計等の項目を点検

する。フィルターを製作し取り付けた。ドレインがエアー駆動

機械類のトラブル原因になるか理解させた。 

・フィルターは赤色表示が出たらフィルターのメンテナンスを

行うこと、オイルタンクは油量確認しレベル以下なら補給する

こと，ドレイン配管はドレイン排出が十分でない状態で運転を

継続すると機器の損傷につながるのでサイレンサーとストレ

ナを外して点検清掃をすることを理解させ技術向上させた。 

・今年度 2台のコンプレッサーを導入して発破掘進、ピック掘

進が実施できて生産量が増加したが、コンプレッサーが故障な

く稼働し、生産量増に貢献した。 

・[評価 4.4 、達成率 88 %]  

電気技術 ・ホイスト操作システム技術に

ついての理解を向上させる。 

・ホイストの信号装置、巻揚機を運転するに必要な電気知識、

小型巻の分類と概要、ホイストの安全装置などのシステムを理

解させ、主要幹線坑道の直巻ホイスト操作システムの管理の重

要性を理解向上させた。 

・ホイストの信号装置のベルホーンを坑道途中に増設した。 

・巻室と現場との連絡に拡声装置を取り付けた。 

・ホイスト操作による故障や事故がなく、保安生産に貢献した。 

[評価 4.6、達成率 92 ％] 

・コンプレッサー設置・維持管理

技術についての理解を向上させ

る。 

 

・コンプレッサー接地・運転に関する電気的な維持管理の必要

性の重要について理解を向上させた。 

[評価 4.5、達成率 90 ％] 

・経年劣化した各種機器整備技

術についての理解を向上させる。 

 

・劣化した機器の整備の必要性と重要性について理解を向上さ

せた。 

・力率改善のための進相コンデンサを増設した。 

[評価 46.、達成率 92 ％] 

・設備稼働率向上技術について

の理解を向上させる。 

・電力の効率改善の重要性について理解を向上させた。 

・ポンプ運転時のコンセントにプラグを差し込んで起動させて

いたのを、スイッチ式に取替改善させた。 

[評価 4.6、達成率 92 ％] 

・インターロックの必要性を理

解させ、インターロックが必要な

箇所、設備等に関する技術、シー

ケンサ技術を活用したインター

ロック技術を習得させる。 

・インターロックの必要性を理解させ、インターロックが、必

要な技術を習得させ、シーケンサ技術を活用したインターロッ

ク技術を理解させた。 

 

[評価 4.7、達成率 94％] 

・グランドテスターの測定法及

び管理方法等の技術を習得させ、

保安規定に関連する項目を理解

させる。 

・メタンガス検定器、発破検定

器、石炭分析計の日常の点検法と

メンテナンス技術を習得させる。 

・グランドテスターの測定法、管理方法等の技術を習得させ、

保安規定に関連する項目を理解させた。 

 

 

・メタンガス検定器、発破検定器、石炭分析計等を分解、内部

機器の点検調整技術、日常の点検方法とメンテナンス技術を習

得させた。 

・発破作業の実施に貢献し生産量増につながった。 

[評価 4.4、達成率 88％] 
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・全般的な電気設備の日常点検、

定期点検、保護管理等の技術を習

得させ、設備監視管理システム用

制御の製作技術を習得させる。 

・力率改善用コンデンサ容量の

計算、コンデンサの取り付け技術

を習得させ、シーケンサ技術を活

用した制御技術を理解させる。 

・設備監視管理盤の製作に於いて、内部機器の選択、機器配列

取付け、内部操作ケーブル接続等の技術を習得させた。 

 

 

・力率改善用のコンデンサ容量計算、及び力率コンデンサ取付

け技術を習得させた。また、シーケンサ技術を活用した制御技

術を理解させた。 

・力率改善コンデンサを取付け稼動した効果は現場監視盤に於

いて力率 50％から 98％に改善され大幅な改善がみられた。 

[評価 4.4、達成率 88％] 

・フロートスイッチを利用した

ポンプの自動運転技術を習得さ

せる。 

・シーケンサ技術を活用しての

ポンプ自動運転技術を理解させ

る。 

・フロートスイッチを利用した小型ポンプの１台２台自動運転

及び排水自動運転、給水自動運転等の技術を習得させた。 

 

・シーケンサ技術を活用してのポンプ自動運転技術を理解させ

た。 

[評価 4.4 、達成率 88％] 

保

安 

技

術 

坑内保安技術 ・坑内作業における災害を減少

させる災害表作成、落盤災害が発

生した際の措置についての理解

を向上させる 

の重要性を理解させる。 

・坑内火災の原因及び現時点で

実施可能な消火方法についての

理解を向上させる。 

・災害一覧表を作成させることなり、落盤災害発生時は救出を

優先する等の理解を向上させた。 

 

 

 

・喫煙場所の指定、消火器の増設、散水ホース布設及びベルト

坑道巡回時に下ベルトの接触状況を点検することの重要性を

理解させた。 

・研修指導期間中において負傷はなく、保安確保に貢献した。 

[評価 4.2、達成率 84％] 

通

気

技

術 

通気管理技術 ・新規区域の通気管理法、坑外の

通気構築物の作り方、及び主要扇

風機の利点・欠点の評価について

理解させる。 

 

・コンクリートで坑道密閉する

留意点及び効率的な密閉法に対

する理解を向上させる 

・新規区域の通気は当面掘進切羽詰までの風管 2線化し、坑外

の通気構築物として土管を 2線繋ぐ方法、及び主要扇風機設置

は工事費・安全面・将来性を考慮することが重要との理解を向

上させた。 
・主要扇風機の購入に向け準備中であり、通気改善に資する。 
・周囲の良好な位置に密閉帯を作りかつ、周囲にモルタルを十

分塗ることの重要性を理解させ、効率的な密閉法として流送設

備を導入する準備をすることとなった。 
[評価 4.0 、達成率 80％] 

通気網解析技術 ・吹込み式、吸出し式主要通気で

の通気回路網解析技術を習得さ

せる 

・吹込み式、吸出し式の主要通気で新規区域の通気解析結果を

出させ技術を習得させた。 

[評価 4.1、達成率 82％] 

炭

鉱

開

発

技

術 

鉱山設計技術  ・石炭運搬能力計算方法、坑内ホ

イスト増設、保安生産に必要な施

設購入・設置の時期等の判断等の

理解を向上させる。 

・新規に坑口を選定する場合の

考慮点及び新規区域採掘計画に

ついての問題点に対する知識を

向上させる。 

・一輪車、ホイストによる運搬距離、運搬人員により、タイム

スタディをとり、運搬必要時間を計算する方法及び複数ホイス

トを操作する際の注意点並びに年度別採掘計画図を作成する

こととなり、理解を向上させた。 

・新規坑口の選定及び新規区域開発には主要扇風機の早期設

置、コンプレッサーの増設、エンドレスホイストの設置等が必

要であることの理解を向上させた。 
・坑道維持人員を増員させ、新規区域開発を進める体制となり、

生産量増に貢献した。 
[評価 4.1、達成率 82％] 

近

隣

炭

鉱

従

業

通気技術 ・主要通気法の基礎知識を理解

させる。 
・主要扇風機の選定法の基礎を

理解させる。 

・吸出し通気が有利な通気法であることを理解させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

・主要扇風機の選定の基礎を理解させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

採鉱技術 ・炭柱式採炭法の基礎を理解さ

せる。 
・採掘跡に空木組が必要なことを理解させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 
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員

等

研

修

指

導 

 

・不要鉄柱の有効活用法の基礎

を理解させる。 
・鉄柱を溶接して坑道掘進に使用する等基礎的な事項を理解さ

せた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

保安技術 

 

・ヒューマンエラー防止の基礎

を理解させる。 
・負傷者発生時の措置の基礎を

理解させる。 

・錯覚によるヒューマンエラー防止の重要性を理解させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

・負傷者発生時の緊急措置、連絡、手当等の基礎を理解させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

炭鉱開発技術 ・坑口選定位置、坑口構築の基礎

を理解させる。 
・将来計画をたてて坑口構築することの重要性を理解させた。 

[評価 4.3、達成率 86％] 

機械技術 ・坑内堀炭鉱技術の台付けワイ

ヤー製作技術を習得させる 

・測定工具の種類とノギスの使

用法を習得させる。 

・機材運搬、移動に必要な台付けロープの製作実技をして安全

な荷つくりが出来る技術を習得させた。          
・測定機種で芯だし、穴、外形測定の実技指導し目盛りの読み

方を習得させた。 
[評価 4.4 、達成率 88％] 

電気技術 ・・電気の種類と単位、抵抗、電

力技術を理解させる。 

 

・日常使用するメンテナンス用

測定器の使用方法を習得させる。 

・感電災害の怖さと感電が人体

に与える影響等を理解させる。 

 

 

・集中監視装置ビデオ映像によ

る必要性を理解させる。 

・電気の種類と単位、抵抗、電力技術を理解させた。 
［評価 4.3、達成率 86 ％］ 
 
・日常のメンテナンスの重要性を理解させ、測定器の使用法を

習得させた。 
・感電災害の怖さと感電時の人体の影響等を認識させ理解させ

た。 
［評価 4.0 、達成率 80％］ 

 
・集中監視装置による遠隔操作、現場の状況把握等を認識させ 
理解させた。 
［評価 4.3、達成率 86 ％］ 
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表 2.2-3 選炭環境保安チーム 

研修項目 目的・目標 研修効果 

石

炭

保

安

技

術

研

修

、

石

炭

分

析

研

修

及

び

選

炭

環

境

技

術

研

修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安技術 坑内巡回検査における保安確

保のための点検事項及び危険

予知技術､重大災害防止技術及

び災害事例教育の研修を実施

し、保安技術の啓蒙普及を行

う。 

502 名の研修生に対して研修を実施。チェックシートに基づく結

果[評価 4.6、達成率 92%]。理解度確認試験の結果[評価 3.9、

正答率 78％]。 

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。 

503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 4.8、達成率 96%]。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。 

503 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 3.3、

正答率 66％]。 

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。 

503 名の研修生に対して研修を実施。チェックシートに基づく結

果[評価 4.6、達成率 92％]。理解度確認試験の結果[評価 4.3、

正答率 86％]。  

 

 
 

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 

 2018年 2月 20日に HRDCGMCで開催された成果報告会の席上において、HRDCGMCエディ・

プラソジョ所長より、「活動の内容として、インドネシアの炭鉱分野、特に生産及び保安に

おいて、その人材をインドネシア及び日本で日本人専門家によって育成を行い、彼らの能

力・技能を向上させる事を目的としています。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。 

 同じく成果報告会後の席上において、AICJ 炭鉱アンドリィ炭鉱長より、研修指導により

AICJ 炭鉱の保安生産が向上し、若手従業員の坑内堀炭鉱技術に対する理解が向上したとの

評価があった。GDM 炭鉱のベニー炭鉱長からは従業員の６０％は炭鉱未経験、４０％は経験者

であるが定年に近い年齢層の人が多く、まだまだ人材育成が必要な時期であり、ロングウォール

切羽準備も今後あるので、GDM 炭鉱での研修を続けてほしいとの要望があった。 

また、選炭環境保安チームがアカミガス高等専門学校での保安研修を開催した際、地元紙

のパレンバンエクスプレス紙（2017年 10月 4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大学長は日本のＪＯＧＭＥＣの専門家に心より感謝。研修場所としてのアカミガス専門

高等学校を選んだＨＲＤＣＧＭＣに感謝。この研修は大変価値があるチャンスですので、大学長の要望として、学生

たちが豊富な経験をもっている日本専門家からの坑内掘り炭鉱の知識を吸収できるように願うと述べた。」 
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ジョグジャカルタナショナル技術大学での保安研修開催時にも、地元紙のハリラン・ジ

ョグジャ紙、クダルラタン・ラカヤット紙及びラダール・ジョグジャ紙（2018年 2月 8日

付け）で同様の報道がされた。 

・新聞記事(ハリラン・ジョグジャ紙 2月 8日付け) 

 
「日本の専門家たちはジョグジャカルタナショナル技術大学で研修を実施。ジョグジャカルタナショナル技術大学

大学長は、ＨＲＤＣＧＭＣが国際専門家を派遣するインドネシアの１２箇所の大学に我がキャンパス選定されたと述

べた。ＳＴＴＮＡＳ技術大学は JOGMEC 指導員から知識・経験を吸収できるように講師と学生たちを参加させたと説

明。そうすると、本研修はインドネシアの鉱山業界に人材を出せると語った。」 

 

・新聞記事(クダルラタン・ラカヤット紙 2月 8日付け) 
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「大学を通じて、日本はインドネシアの鉱業開発を推進。日本政府機関の JOGMEC からに派遣され、インドネシア

での鉱山について人材育成、研修を実施する。「この事業はインドネシアと日本の協力事業である。」 

 この日本からの知識・技術移転事業はインドネシアの鉱山開発について日本政府が注意を払っている証であり、

インドネシアと日本の地質状況は似ているため、日本の技術はインドネシアで適用可能。」 

  

・新聞記事(ラダール・ジョグジャ紙 2月 8日付け) 

 
「エネルギー鉱物資源省と JOGMECとの協力事業のもとで（日本人専門家は）STTNAS大学で炭鉱技術の研修を実施。

STTNAS 大学はエネルギー鉱物資源省と日本政府の JOGMEC の協力事業のもとで坑内掘り炭鉱技術の研修を実施するこ

とになった。この研修は学生や講師の坑内掘炭鉱における知識を向上させる目的。」 

 

この他に、バンドンイスラム大学、ランブンマンクラット大学、アカミガス高等専門学

校、バンカ・ブリトゥン等の大学ホームページにも保安研修開催の記事が掲載されている。 
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Ⅲ まとめ 

 

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

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

実施するとともに炭鉱現場での実地研修を実施した。 

 技術移転状況の確認として研修生の評価方法に理解度確認試験を取り入れ、研修生の理

解度の向上に努めた。 

また、研修対象となる業務については事故を起こさない、起こさせないよう保安確保に心

掛けた。 

本事業が、インドネシアにおける石炭生産の安定に繋がるとともに、ひいては我が国への

安定的な石炭供給に寄与することを期待する 


