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1. はじめに
富士砂防事務所は，これまで富士山の火山噴火に備え，

国土交通省職員や建設コンサルタント協会を対象に緊急調
査，降灰量調査・浸透能調査等を企画・実施してきた。 
平成30年3月には「富士山火山噴火緊急減災対策砂防

計画」（以下，「緊急減災計画」と称す）が策定され，上記
訓練に加えて緊急減災計画等に整理されている緊急的なハ
ード・ソフト対策の対策工法の訓練を今年度実施した。 
令和2年度は，新型コロナウイルス感染症の拡大防止の

ため，多くの人が一つの会場に集まることのないよう，
WEB会議システムを活用してDIG形式の訓練を開催するこ
とにした。 
本報告では，WEB会議システムを活用した訓練事例とし

て紹介する。 

2. 訓練の事前準備

訓練に関する内容，作成資料
過年度の訓練や研修，緊急減災計画の課題を踏まえ，訓練へ

の反映検討（案）を行った（表1）。 
訓練項目は，表1で整理した内容について反映可能かを検討

した。今年度の訓練は，WEB会議システムを活用した訓練とい
うこともあり，緊急減災計画に基づく緊急ソフト対策および緊
急ハード対策の基本的な検討を行うものとした。 
訓練の参加機関は，表1を踏まえ国土交通省職員，建設

コンサルタントおよび建設業者とした。また，災害時に支
援いただく砂防ボランティアも参加した。 
訓練手法は，表1では実働訓練を挙げたが，建設業者等

の訓練参加は初めてであること，また緊急減災計画の現況
を踏まえ， も効果的と考えられる図上訓練（DIG形式）
で実施した。 
訓練の目的は，以下のように設定した。 
①国土交通省職員と「災害時の応急対策協定業者」のう
ちの建設コンサルタンツと建設業者との顔の見える関
係の維持 

②緊急減災計画におけるソフト・ハード対策の習熟 
③監視観測・応急対策における課題・留意事項の抽出・
対策検討 

④実際のリモート演習を通じて明らかになった今後の演
習に向けた課題の抽出 

訓練で活用するWEB会議システム 
Web会議システムには，大きく分けて，オンプレミス型

（サーバー型），クラウド型（ASP型），ブラウザ型という
3つの導入タイプがある。本検討では，導入費が高額にな
るオンプレミス型を除いたクラウド型（ASP型）およびブ
ラウザ型のWEB会議システムの活用を検討した。主な製品
の特長を表2に示す。 
訓練は12機関が参加し，効果的に訓練を行うため，資料を

同時編集することを想定した。同時編集可能な製品は，
「Microsoft Teams」および「RemoteMeeting」である。ただ
し，「RemoteMeeting」は有料かつ同時接続数が不明であるた
め，「Microsoft Teams」を採用した。 
なお，訓練当日の進行を円滑化するため，全機関に事前

に通信確認を実施した。各社30分から1時間程度で，

「Microsoft Teams」の①立ち上げから会議室に入るまで
の動作，②共有ファイルの加工方法等を説明した。通信の
不具合等があった場合，再度別日に通信確認を実施した。 

資料の作成 
訓練の実施にあたり，①WEB操作の説明資料，②グループ

ワーク用資料等を作成した。①は会議への参加方法，会議
中の基本ルールなどを整理し，②は同時編集を行うファイ
ルであるため，参加機関毎に色を定めたテキストボックス
や記号等を用意することで進行の円滑化を図った（図1）。 

表1  課題を踏まえた訓練への反映（案） 

 表2  主な製品の特長 

課題（まとめ） 訓練への反映（案） 

・災害発生時に緊急減災計画に基づく緊急ハー

ド対策や緊急ソフト対策を円滑に実施するた

めには、国土交通省、建コン、建設業者が連

携した訓練が必要である。（①）

・緊急減災計画に基づく緊急ハー

ド対策や緊急ソフト対策の検討

・参加機関：国土交通省、建コ

ン、建設業者

・簡易な概略設計であるため、検討どおりに施

工することができない。（検討箇所に建物が建

っている等の事例もあり）（②）

・無人化施工では対応できない工法がある。

・有人施工が継続できなくなった状態ではやむ

を得ず無人化施工を行う。しかし、すべての工

程を無人化施工することはできないこと、無人

化施工では有人施工の 1.7 倍程度の期間を要

することから、平常時から無人化施工の事例を

収集し、反映する必要がある。（②）

・具体的なハード対策工の検討

－配置計画

－工法検討

－工程計画

・情報伝達・広報の詳細な手順な記載されてい

ない。（②）

・情報伝達・広報の手順確認

・コンクリートブロック等、保有資機材を超過

する場合の調整が不明である。（②）

・資機材調整

・ラインで整理されているため、緊急調査箇所を

把握するには沢山のカルテを確認する必要が

ある。（②） 

・複数ラインの被害を想定した緊

急調査箇所選定の検討

・火山噴火の状況と対策工施工の進展に応じて

複数のプランを用意しておく必要がある。（②） 

・火山噴火の状況と対策工施工の

進展に応じた計画検討

・実際の施工で得られた知見により計画に反映

できる可能性があるため、試験施工等を行い計

画にフィードバックする必要がある。（PDCA）

（②）

・訓練手法：実働訓練

型 主な製品 費用 
同時接続 

可能拠点数 
その他特徴 

ク
ラ
ウ
ド
型
（ASP

型
）

Zoom 
無料／ 
有料 

〜1000 

・グループでの Web 会議は 1回
40 分まで

・ホストはアカウント必須だが、
参加者はアカウント作成不要
（アプリは必要）

Skype 
無料／ 
有料 

〜250 

・参加者それぞれがアカウントを
取得している必要がある

・「Skype for Business」は
「Microsoft Teams」に統合する
ため2021.7.31 にサービス終了 

Microsoft 
Teams 

無料／ 
有料 

〜10000 
・Word、PowerPoint、Excel のフ

ァイルにリアルタイムでアクセ
スして編集することが可

Cisco Webex 
Meetings 

有料 〜1000 

・どんなデバイスから会議に参加
しても一貫した使い心地

・連携中のツールからそのまま
Web 会議を開始することが可

ブ
ラ
ウ
ザ
型

Lite 
FreshVoice 

有料 
（参加者は無

料） 
〜5 

・アプリやソフトウェアのインス
トールは一切不要

・ホストのみ有料のアカウントが
必要

・誰でも参加可能であるため注意
が必要

Google Meet 
無料／ 
有料 

〜100（無料
版）／〜250
（Enterprise

版） 

・Google アカウントを取得して
いれば誰でも無料で利用可

・1回の Web 会議の接続時間に 60
分まで

RemoteMeeting 

有料 
（1 分 29円の
重量課金制／
1ID 月額 990
円の定額制） 

不明 

・画面共有や録画機能、チャッ
ト、ドキュメントを共有して双
方向から書き込みをしたり、議
事録を共同編集したりすること
も可

【参照】https://www.freshvoice.net/knowledge/basic/7898/を加工 
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3. 訓練の開催 

 運営 
企画段階では4時間程度の訓練を想定していたが，各会場

での接触リスクを軽減するため，2時間30分に短縮する計画
とした。時間短縮のため，企画段階では監視・観測計画の検
討後に応急対策計画の検討を行うことにしていたが，グルー
プを分けて同時並行で検討を行う進行に変更した。 
また，WEB会議システムを活用した訓練であるため，各

機関は自機関の会議室等より参加した。当初は複数機関が
集合する場所に運営支援として人員を配置予定であった
が，緊急事態宣言が発出されている他県からの移動や人員
との接触を避けるため中止した。代替として問合せ窓口を
設置し，通信等に関する不具合を電話もしくは
「Microsoft Teams」の会議機能を活用してサポートし
た。窓口は，事前通信確認を行った担当を配置し，気軽に
相談できる環境を整備した。 
訓練の開催状況を図2に示す。 

 訓練結果 
訓練におけるグループワークの検討内容およびアンケー

トから得られた結果をまとめた。 
なお，アンケートは理解度の変化を把握するため，訓練

前後に効果測定可能な設問を設定した。 
アンケートの回答結果から，訓練後の理解度（よく理解

している，概ね理解している，の合計）が全項目で6割以
上に上昇しており，WEB会議システムを活用した訓練でも
効果があることがわかった（図3）。ふりかえりにおいて
も，各機関で顔を合わせられたことや，WEB会議システム
上で共有ファイルを操作する等貴重な体験ができたとの回
答も得られ概ね好評であった。 
一方，ソフト・ハード対策は噴火前後に対応するため今

回対象としなかった噴火後の調査や機器の調達についても
具体的に学習する場が必要であるとともに，緊急減災計画
の詳細化が必要である。WEB会議システムについても，全
機関が使用可能な製品の導入検討や接続トラブルを考慮し
た時間設定と運営体制が必要である。 
なお，アンケートにてWEB会議システムを活用した訓練を

実施する上で必要だと思う項目についてアンケートを実施し
たところ，①印刷資料の配布（60%），②ファイル同時編集
（97%），③事前説明会の実施（73%）は意見が分かれた（図
4）。印刷資料配布は，デジタルトランスフォーメーションの
観点からペーパーレスの促進といったことも重要である。 

 
4. まとめ 
今回，新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点で

WEB会議システムを活用した。多くの参加者はWEB会議シ
ステムの操作には不慣れであったが，当システム（または
同等のシステム）を利用し続ければ，操作上の課題は解消
されると思われる。 
一方，各機関が利用中のWEB会議システムに互換性はな

くとも，円滑に情報共有が可能であることも，今回の訓練
を通じて検証できた。 
また，現行の緊急減災計画は，実際に行動を起こそうと

した場合，設置予定の資機材調達先やの調達担当など関係
機関間で調整すべき事項等が残っており，平常時からWEB
会議システムを活用して協議を進めることで計画の実効性
を高められるだけでなく，WEB会議システムの操作に慣れ
る良い機会となると思われる。 
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図1 グループワーク用資料 

 

 

図2 訓練の開催状況 
 

 

図3 アンケート結果（監視・観測グループ） 
 
 

 

 

図4 アンケート結果（WEB会議システムを活用した訓練
を実施する上で必要だと思う項目）（抜粋） 

①印刷資料の配布  ②ファイル同時編集    ③事前説明会の実施 
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