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北海道縦貫自動車道七飯～大沼で計画している（仮称）オオヌマトンネルは自然豊かな地域

に位置し、本坑及び避難坑からなる延長約７ｋｍの長大トンネルである。本トンネルは、破砕

帯、低強度地山、高圧湧水、避難坑の近接、鉄道線路との交差等、種々の課題を有しており、

学識者や有識者から助言をいただきつつ検討を進めている。本報告では、函館開発建設部にお

いて実施したトンネルの設計施工に向けた課題解決への取り組みについて述べる。 
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１．  はじめに 

北海道縦貫自動車道は、函館市を起点として室蘭市、

札幌市、旭川市、士別市、名寄市等を経由して稚内市に

至る６８１km の高速自動車国道である。このうち七飯

～大沼間は、（仮称）七飯インターチェンジから大沼公

園インターチェンジに至る延長約１０km の事業であり、

高速ネットワークの拡充による道央圏と道南圏の連絡機

能の強化を図り、地域間交流の活性化及び、物流効率化

等の支援を目的とした道路であり、平成１７年度より旧

日本道路公団から事業主体が変更となり、現在、北海道

開発局にて新直轄事業として鋭意整備を進めている。 
（仮称）オオヌマトンネルは、北海道開発局では初め

て手掛ける避難坑を有する延長約７km の長大トンネル

である。トンネルのルートは、平成２４年７月にラムサ

ール条約登録湿地となった自然豊かな大沼（大沼、小沼、

蓴菜沼）に隣接しており、施工に伴うトンネル湧水や掘

削ずり等による周辺環境への影響に配慮した計画を進め

ているところである。また、トンネルルートの地質は、

主に峠下火山砕屑岩類、木地挽山溶岩類が対象であり、

火山活動に伴う熱水変質作用を受けている区間を通過す

るため、土被りが約３００m の地下深部に粘土化帯や

破砕帯などが出現すると想定され、トンネル掘削に伴う

強大な地圧の作用や高圧湧水など多くの課題があること

から、計画段階から学識者や有識者から助言をいただき

ながら慎重な計画を進めきたところである。本報告では、

平成２０年度から実施している学識者や有識者からなる

「オオヌマトンネル技術検討委員会」における課題解決

について、いくつかの取組み内容を報告する。 
 

 
図－１ 位置図 

２．トンネル概要 

（仮称）オオヌマトンネルの計画条件および概要を 
表－1、トンネル内空断面形状を図－２に示す。 

表－1 計画条件および概要 
項 目 内容 

道路規格 第1種第2級 
計画交通量 10,600台／日 
設計速度 100km/hr（暫定2車線） 
トンネル等級 AA等級 
トンネル延長 本坑、避難坑：約7km 

※詳細設計により変更する場合がある 
平面線形 直線、R=15,000、直線、A=900、R=1,800、

A=1,050 
縦断線形 2.036%,3.00%,2.00%,-3.00%,-0.30% 

（仮称）オオヌマトンネル 
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図－２トンネル断面 

３．地形・地質概要 

本トンネルは、函館平野の北端から、亀田半島基部の

ほぼ中央の山地を貫いて駒ケ岳西麓の低地にでる南北約

7kmに計画された山岳トンネルである。この山地は、

渡島山地南端の木地挽山山系と亀田山地横津岳山系の東

西の山地が接する位置にある標高 300ｍ程度の低山地が

なす南北方向の峠となっている。 
本トンネル周辺に広く分布する新第三紀中新世～鮮新

世の峠下火山砕屑岩類は、熱水変質作用を受けており

（三谷ほか,1966）1)、広域的な中性変質が及んだ後に、

デイサイトの貫入境界や破砕帯に沿って酸性変質が進行

し、その後さらにアルカリ性の熱水が上昇したものとし

て整理されている。また、オオヌマトンネル周辺の地表

踏査とボーリング調査から、安山岩やデイサイトなどの

溶岩類の下位に熱水変質作用を受けた変質岩が分布して

いることが捉えられている。この変質岩の分布域には、

ルート東方約1kmに熱水変質に起因すると考えられる松

峯硫黄鉱山や、酸性の湧水がある学園鉱泉がある。また、

国道5号大沼トンネル、新大沼トンネルでは、酸性の熱

水変質作用を受けた地山に起因する酸性水や掘削土処理

の対応を行っており、広く熱水変質作用を受けた地域で

あることを裏付けている。（図－３、４） 

 

 
 
 
 
 

４．技術検討への取り組み 

本トンネルにかかる一連の整備を安全かつ円滑に実施

するために必要な事項について調査・審議し、周辺環境

に配慮した効率的・効果的な設計・施工方法に関する検

討を行うことを目的として、「オオヌマトンネル技術検

討委員会」を設置している。本委員会は、主にトンネル

の構造や施工方法に関する課題検討のための「設計・施

工WG」と、トンネル掘削土やトンネル湧水による周辺

環境への影響に関する課題検討のための「土・水処理

WG」を組織して各種課題に取り組んでいる。また、本

委員会と並行して「七飯大沼道路環境検討懇談会」を設

置し、相互の連携を図りながら周辺環境に配慮した道路

事業を進めている。 
平成２０年度から平成２７年度現在まで技術検討委員

会を３回、設計・施工WGを４回、土・水処理WGを

４回等、延べ１６回にわたり開催し、トンネルの設計・

施工及びずり処理、湧水処理に関連する基本方針の整理

を行ってきた。主な審議内容を表－２に示す。本報告で

はこの内、主に設計・施工WGに関連した内容につい

て報告する。 
表－２ 技術検討委員会の経緯 

年月 技術検討会・WG 主な審議内容 

H21.1 第1回技術検討会 
【課題整理、審議事項抽

出】、縦断線形 

H21.9 第1回土水処理WG 
地山変質区分、周辺水環境予測

方針 

H21.10 設計施工WG(意見交換会) 類似事例、設計方針確認 

H22.12 第2回土水処理WG 地山変質区分 

H22.12 第1回設計施工WG 湧水・水環境への影響予測 

H23.4 第2回技術検討会 
地山変質区分、トンネル線形、

設計方針 

H23.6,7 現地視察会 坑口、露頭地質確認 

H24.3 第3回土水処理WG 掘削ずり対策方針 

H24.3 第2回設計施工WG 
避難坑の構造、施工法、計測

計画 

H25.2 第3回技術検討会 
トンネル構造、施工法、湧水・

掘削ずり対策方針 

H25.11 第4回土水処理WG 
現地盤特性を考慮したずり処理

方法他 

H25.11 第3回設計施工WG トンネル構造、施工法 

H26.11 設計施工WG(坑口検討会） JR 盛土近接坑口、土石流対策

と坑口構造 H27.1 第4回設計施工WG 

H27.2 土水処理WG個別説明  

H27.11 土水処理WG(現地視察会) 地盤改良工事と盛土箇所の視察 
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５．避難坑の位置づけ 

 第1回設計施工WG、第2回設計施工WGにおいて避難坑の

位置づけについて確認し、以下の理由により避難坑を設

置する計画とした。（図－２） 

本トンネルは、トンネル等級区分AAの長大トンネル

（延長約7km）であり、本坑に併設して避難坑または排

煙設備を設置する必要がある。トンネル内火災が発生し

た場合、道路管理者が遠隔地からトンネル内の火災やト

ンネル利用者の状況を把握して排煙設備を制御するため

の人為的な判断が伴うなど難しい運用が求められるのに

対し、避難坑は本坑と扉で隔てられた別空間であるため

トンネル利用者の独自の判断で確実に避難することがで

きる安全な施設である。 

また、本トンネルには、低強度地山や高圧湧水など設

計・施工上の課題があるが、長大トンネルかつ高土被り

のため事前の地質調査から得られる情報には限界があり、

当初設計は不確実な地山条件により行わざるを得ない。

このため、避難坑を本坑の先進坑として施工することは、

避難坑の施工情報を活用することより本坑工事のリスク

を大幅に軽減するとともに長期耐久性を考慮したトンネ

ル構造設計へフィードバックが可能となる。 

６．周辺水環境に配慮したトンネル計画 

 本トンネルは、自然環境豊かな大沼国定公園に隣接し

ており、トンネル掘削に伴う地下水の流れの変化が周辺

水環境に与える影響を軽減するため、①縦断線形の見直

し、②周辺水環境への影響評価、③酸性湧水発生のメカ

ニズムと酸性湧水対策について検討した。 

6.1 縦断勾配の見直しと地下水シミュレーション 

 第1回設計施工WGにおいて縦断線形の見直しと地下水

シミュレーションによる周辺環境について以下の内容を

検討した。 

旧日本道路公団が計画していた縦断線形は、酸性水等

がトンネル湧水として排水された場合を想定して七飯側

への片勾配とし、七飯側坑口部に湧水処理プラントを設

置する計画としていた。その後の地質調査結果から、大

沼側に分布する陸性溶岩類は熱水変質の影響を受けてい

ない地質のため、環境基準値を超える酸性水等の溶出の

可能性が少ないことがわかった。そこで、縦断勾配を拝

み勾配とし、蓴菜沼の水位よりさらに高い位置にトンネ

ルを計画とすることで、蓴菜沼への影響を軽減できた。

（図－５） 

 また、トンネル掘削によるトンネル排水が周辺水環境

に対してどの程度の影響を与えるかについて、水文調査

結果及び地質調査結果から三次元地下水シミュレーショ

ン解析(解析ソフト：GETFLOWS)を行い、影響評価を実施

した。その結果を図－６、７に示す。解析の結果、排水

型トンネルとした場合、七飯側坑口部から約860m区間で

トンネル施工基面付近まで水位低下し、トンネルの恒常

湧水量は全体で約5,950㍑/分と予想された。蓴菜沼の水

位低下量は約１cmと予想され、年間変動約６０cmに対し

て小さく、水質や水性動植物に与える影響も小さいと評

価した。 

 

図－６トンネル掘削後の地下水位低下範囲（平面図） 

 

6.2 非排水型トンネルの構造 

 七飯側坑口より約860mの区間において、トンネル掘削

後に酸性湧水の発生が予想さていることから、酸性湧水

対策として、①濁水処理プラントによる湧水浄化案と②

非排水型トンネル（施工中は排水型）により長期的には

酸性湧水を発生させない案について、初期コスト及びラ

ンニングコストを含めた比較を行い、経済的に有利な②

非排水型トンネルを採用する計画とした。第3回設計施

工WGにおいて、酸性湧水対策として本坑の非排水構造の

概略検討を実施した。ボーリング調査における孔内水位

から、設計水圧は最大100mの水圧を設定し、フレーム解

析により非排水型トンネルの覆工設計を実施した。表－

３に解析条件を示す。100mの水圧に対して真円断面を採

用した場合80cmの覆工厚が必要となる。 

 

 

 

 

 

河川流量の減少量[ℓ/分]
井戸

-1,860

-2,240
-350

-240

-890

-70

±0

±0

坑口湧水
+5,310

坑口湧水
+630

・恒常坑内湧水量（全体） ： 5,950[ℓ/分]
・河川流量の減少量（全体）： 3,440[ℓ/分]
・蓴菜沼への流入量減少量： 1,200[ℓ/分]
・蓴菜沼の水位低下量 ： 1[cm]

図－７トンネル掘削後の地下水位低下範囲

地下水位低下範囲 

図-５ 縦断線形 
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表－３ 解析条件（非排水型トンネルの覆工設計） 

コンクリート

材料定数 

設計基準強度 30 N/mm2 

許容圧縮応力度 10 N/mm2 

ヤング率 2.8×104N/mm2 

単位体積重量 24.5 kN/m3 

鉄筋材料定数 
材料 SD345 

許容引張応力度 180 N/mm2 

地山変形係数 

ＣⅡ 1,500,000 kN/m2 

ＤⅠ 750,000 kN/m2 

ＤⅡ 325,000 kN/m2 

設計水圧 0～100ｍ水頭 980 kN/m2 

 また、第4回設計施工WGにおいて、圏央道八王子城跡

トンネルの事例２）等を参考に、本坑と避難連絡坑の接

合部について、図－８に示す三次元シェルモデルにより

構造解析を実施し、接合部の応力集中について検討を行

った。その結果を図-９に示す。接続部の補強範囲を次

のように設定した。なお、今後、詳細設計において細部

の構造設計を実施する予定である。 

・本坑接続部の補強範囲は連絡坑直径の2倍 

・連絡坑の補強範囲は連絡坑直径の1倍 

・高強度コンクリートを採用し部材厚を極力薄くする 

 

 
図－９ 連絡接続部の解析結果（本坑側） 

 

 

 

７．低強度地山におけるトンネル構造の検討 

7.1 地山条件と支保構造設計方針 

脆弱な破砕帯及び粘土化した変質帯部分は次のような特

徴があり、施工時に大きな変位が発生するとともに支保

工に大きな地圧が作用すると想定される。これらの地山

強度比が１以下の範囲は設計要領に示されている標準支

保パターン（B～DⅡ）が適用できないため、第1回設計

施工WGにおいて、E区分として次項に示すように類似地

山条件の施工事例を参考として支保パターンを設定し

FEM解析により照査を行って設計した。 
・一軸圧縮強度：150～4043kPa 

・土被り：200ｍ～300ｍ 

・地山強度比：0.02～0.86 

・陽イオン交換容量：35meq/100gを上回る 

 

7.2 類似事例の分析と支保構造の設定 

本トンネルの支保構造を設定するうえで参考とした類

似事例を表－４に示す。 

表－４ 低強度地山の類似事例 

 

類似事例における地山強度比と支保工の軸耐力には、

図－１０のような相関関係があることに着目し、これを

参考に二次元FEM解析、三次元FEM解析による照査を行い、

図－１１に示す４段階（EⅠ～EⅣ）の支保構造を設定し

た。 

 

非常駐車帯一般部

非常駐車帯接続部

連絡坑接続部

連絡坑一般部

路線 トンネル名 地山強度比 内空変位 出 典

上信越自動車道 日暮山トンネル（Ⅰ期線） 0.23 3100mm トンネルと地下1993.1

上信越自動車道 日暮山トンネル（Ⅱ期線） 0.18 400mm トンネルと地下1999.11

東北自動車道（八戸線） 折爪トンネル 0.16 280mm 土と基礎1983.8

高知自動車道 逢坂山トンネル 0.50 131mm トンネルと地下1995.10

北陸新幹線 飯山トンネル（富倉工区） 0.26 110mm トンネルと地下2000.11

北陸自動車道 能生トンネル 1.00 80mm トンネルと地下1987.9

山形自動車道 盃山トンネル 0.50 461mm トンネルと地下1991.2

上信越自動車道 太郎山トンネル（Ⅱ期線） 0.56 60mm 基礎工2005.3

東海北陸自動車道 飛騨トンネル（本坑、避難坑） 0.14 850mm トンネルと地下2008.11

北海道横断自動車道 穂別トンネル（本坑、避難坑） 0.25 133mm 北海道トンネル技術研究
発表資料2009.2

一般国道２７４号 稲里トンネル（導坑） 0.04 トンネルと地下1981.3
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地山強度比と支保軸耐力の関係 

図－１０ 低強度地山の地山強度比と支保工軸耐力 
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図－１１ FEM解析による支保工設定 

 第3回設計施工WGにおいて、三次元FEMによる二重支保

工の検討を行った。三次元FEMにより一次支保と二次支

保の施工時期（切羽からの離れ）をモデル化し一次支保

と二次支保の荷重分担率を評価することで合理的な二重

支保工の設計が可能である。図－１２は早期リング閉合

を想定して上半一次支保建込みから後方2mの位置で上半

二次支保の建て込みをするモデルで解析したものである。 

 

図－１２ 一次支保と二次支保の軸力（三次元FEM解析） 

 

7.3 低強度地山における覆工構造の検討 

 第1回設計施工WG、第3回設計施工WGにおいて覆工構造

の検討を行った。標準支保パターンが適用できる地山で

は、覆工コンクリートには荷重が作用しない設計である

が、本トンネルの低強度地山の場合、スメクタイト等の

膨張性粘土鉱物を多量に含む地山では地山強度が時間と

ともに劣化する可能性がある。支保工施工後にも変位が

収束せず覆工に地圧が作用すると予想されるため、力学

的機能を付加した設計を実施する必要があると判断した。

（表－５） 

しかし、覆工に作用する荷重の予測方法は確立されてい

ないことから、当初設計においては、ある仮定のもと作

用荷重を推定し、避難坑掘削時の周辺地山の挙動の計測

結果を分析し、本坑の覆工に作用する荷重を予測し、本

坑設計へフィードバックする方針とした。 

 

 

表－５ 覆工に力学的機能を付加する条件 

 
 現時点では、覆工に作用する荷重としてFEM解析によ

る緩み範囲（図－１３）が土圧として作用した場合を想

定し、フレーム解析により覆工の厚さを設定しておくも

のとする。解析条件を表－６に示す。 

 
 

表－６ 解析条件（低強度地山区間の覆工） 
断面形状 馬蹄形断面 

コンクリート

材料定数 

設計基準強度 30 N/mm2 

許容圧縮応力度 10 N/mm2 

ヤング率 2.8×104N/mm2 

単位体積重量 24.5 kN/m3 

鉄筋材料定数 
材料 SD345 

許容引張応力度 180 N/mm2 

地山変形係数 
ケース１ 15,000 kN/m2 

ケース２ 150,000 kN/m2 

設計土圧 
FEMの緩み高さ22ｍ 465 kN/m2 

側圧係数 1.0 

 解析の結果、ケース１では110cm、ケース２では80cm

の覆工厚となった。なお、地盤の変形係数が小さい区間

では断面形状の見直し（馬蹄形⇒真円断面）やコンクリ

ート強度の見直し、曲げモーメントが小さい場合には鋼

繊維補強コンクリート等について検討する予定である。 

 

8. おわりに 

 本報告では、北海道縦貫自動車道七飯～大沼における

（仮称）オオヌマトンネルの技術検討委員会の内、主に

設計・施工WGの取り組み事例について報告した。本トン

ネルのように複雑で脆弱な地質を対象とし、かつ自然環

境への影響に配慮した計画を進めるうえでは、全国の難

工事と言われるトンネルに関する多くの委員会等を経験

された学識者や有識者による委員会を組織し、計画段階

から多くの助言をいただくことで合理的で安全な計画の

ための基本方針を取りまとめることができたことは、今

0

5

10

15

20

25

30

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

地山強度比

支
保
軸
力
(M
Ｎ
)

二次支
保

HH200
T=300
σc=36

一次支
保

HH200
T=300
σc=36

一次支保
HH200
T=250
σc=36

一次支保
HH150
T=200
σc=36

二次支保
HH150
T=200
σc=36 二次支保

HH125

T=150

σc=36

ＥⅣ

ＥⅢ

ＥⅡ

ＥⅠ

最大軸力包絡線 三次元解析結果

一次・二次合計

一次支保

0

5

10

15

20

25

30

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

地山強度比

支
保
軸
力
(M
Ｎ
)

二次支
保

HH200
T=300
σc=36

一次支
保

HH200
T=300
σc=36

一次支保
HH200
T=250
σc=36

一次支保
HH150
T=200
σc=36

二次支保
HH150
T=200
σc=36 二次支保

HH125

T=150

σc=36

ＥⅣ

ＥⅢ

ＥⅡ

ＥⅠ

最大軸力包絡線 三次元解析結果

一次・二次合計

一次支保

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

切羽離れ[m]

支
保
工
軸
力

[
M
N
]

一次支保軸力計 二次支保軸力計 合計

力学的機能 適用条件
オオヌマトンネル

低強度地山区間

地山の変形が収束しない状態で覆
工を施工する場合に、トンネルの安
定に必要な拘束力を地山に与える

・膨張性地山 ○

・塑性化しやすい低強度地山 ○

使用開始後の外力の変化や支保工
材料の劣化に対し、構造物の安定
性を向上させる

・地山強度劣化特性がある場合 ○

・酸性湧水 －

覆工施工後、水圧、上載荷重等によ
って外力が発生する場合、これを支
保する

・トンネル直上において高度な土
地利用が行われる場合（主に都
市部で建物荷重などが作用）

－

・防水型トンネル －

図－１３ FEM解析による緩み領域の設定 
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後の難しい事業を進めるうえでの参考になると考える。

本技術検討会に参加いただいた学識者・有識者に深く感

謝するしだいである。 

 なお、現在は、今後のトンネル工事の着手に向け、本

技術検討委員会で審議していただいた基本方針に基づき

詳細な設計を実施していく段階である。また、今年度も

引き続き七飯側坑口部のJR近接の課題や大沼側坑口部の

土石流対策等について審議している。さらに、トンネル

掘削が開始してからが、本格的な課題解決のための具体

的検討が必要となることから、次年度以降も学識者・有

識者からご意見をいただけるよう組織を継続して行く予

定である。 
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