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トンネル工事におけるBIM/CIMの活用について
―大沼トンネル避難坑

西大沼工区の事例―
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北海道縦貫自動車道七飯～大沼は、延長10.0kmの新直轄方式による事業である。
内、約 7km が大沼トンネル（仮称）であり、現在は避難坑工事を進めている。避難坑工事で
は本坑施工に向け、地質情報や施工データを収集している。本論では、避難坑施工時に収集さ
れた地質情報等を用いたBIM/CIM の活用事例について報告する。
キーワード：トンネル、BIM/CIM、生産性向上

1. まえがき
北海道縦貫自動車道 七飯～大沼は，高速ネットワー
ク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および重要港湾函館港，拠点空港函
館空港等への物流効率化等の支援を目的とした，七飯IC
（仮称）から大沼公園ICまでの約10kmの新直轄方式に
よる事業である。大沼トンネル（仮称）は全長約7kmで
あり，国土交通省北海道開発局では初となる避難坑を有
する長大トンネルである。北海道縦貫自動車道 七飯町
大沼トンネル避難坑西大沼工区工事は，避難坑全長
7,041.8mのうち，終点側（札幌側）2,827.0mを新設する工
事である。現場位置図を図-1に示す。現場付近には大沼，
小沼，じゅんさい沼をはじめとする大小の沼があり，坑
口北東部には駒ヶ岳が存在する。現場周辺は国定公園に
指定されている。
本論では，避難坑施工時に収集した地質情報等を用い
たBIM/CIM（以下、CIM）の活用事例について報告する。

2. 工事概要
(1) 工事概要
現工事概要を表-1に示す。本トンネル（避難坑）は，
本坑とは別発注になっており，先行して避難坑の掘削を
行うことで，①水抜き効果、②地質情報の把握，③本坑
施工の補助（補助工法，作業坑）といった，本坑掘削の
ためのパイロットトンネルとしての役割を担っている。

図-1 現場位置図

(2) 地形・地質概要
地質縦断図を図-2に示す。本トンネルが通過する地山
は，新第三紀の峠下火山砕屑岩類が分布している。峠下
火山砕屑岩類は，広く熱水変質作用を受けており，粘土

化や珪化を被った脆弱な地質であることが予想されてい
る。土被りは最大で350mと大きく，トンネルルート付
近では，下位に酸性変質を伴う変質岩が，上位に非変質
岩が分布し，これらの境界（TD=1,300m）に木地挽山断
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図-2 地質縦断図
表-1 工事概要
工事名称

北海道縦貫自動車道 七飯町

大沼トンネル避難坑 西大沼工区工事
発注者 国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部
施工者 大林・岩田地崎・森川JV
施工場所 北海道亀田郡七飯町
2018年1月24日～2021年4月30日
工期
工事内容 道路トンネル（避難坑）
主要工種 トンネル工（小断面NATM）
掘削延長
L=2,827.0m(2020.12現在の契約延長)
L=2,827.0m(2021.1現在の契約延長)
数量
掘削断面積 標準部：20m2 連絡坑取合部：40m2

主なモデルとしては，地形，地質・土質，線形，本体，
設備となっており，項目ごとに作成指針が示されている。
地質・土質モデルはテクスチャモデル（準3次元図面）
が基本となっており，調査内容に応じて3次元解析モデ
ルを作成する場合がある。施工段階で付与・更新する属
性情報例として示されている項目を表-2に示す。
表-2 ガイドライン属性情報例
種別
地山に関する情報

層北翼が位置している。
これまで西大沼工区では約2,000ｍの避難坑掘削を進
めてきたが，突発湧水（最大3,000L/分）や，被圧湧水と
粘土化脆弱層による地山の塑性流動などが発生し，多く
の対策を実施しながら施工を進めてきた。

計測情報
品質管記録等

3. 山岳トンネルCIM（西大沼工区）の概要
西大沼工区では先進ボーリング等の地質調査結果を
CIMに取り込むことで，切羽前方を含めたトンネル周辺
の地質構造を一元的に管理し、3次元モデルで情報を確
認できるようにしている。本技術は、パイロットトンネ
ルとしての情報整理の他、施工予定区間の安全性向上や，
経済的な支保パターン選定等への利用を目的としている。
本章では当現場での活用状況について紹介する。
(1) 山岳トンネルCIMの基本
「CIM導入ガイドライン（案）第6編 トンネル編」
（令和2年3月 国土交通省）1)では，山岳トンネルの
CIMモデルの作成・利用・更新の流れが図-3のように示
されている。
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属性情報の付与方法は，「3次元モデルへの直接付
与」および「3次元モデルから外部参照」があり，属性
情報の内容や取得方法については受発注者間で協議によ
り決定している。
(2) 当現場での活用事例
当現場における作成・利用・更新の流れの例を図-4に
示す。
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全収集情報反映

E-G Modeling
【着手前】
設計図書をもとに3次元トンネル基本
モデルの作成
【施工中】
前方予測・施工情報の更新

地質関連情報反映

GEO-CRE
3次元地質
モデルを反映

【着手前】
設計図書をもとに3次元地質モデルの
作成
【施工中】
収集した地質関連情報から解析を行い、
3次元地質モデルの更新

図-4 山岳トンネル CIM作成・利用・更新

図-3 モデル作成，更新及び活用の流れ
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着手前に避難坑3次元モデル（トンネル基本モデル・
地質モデル）を作成し，施工中に地質情報を反映させる
ことで3次元モデルを更新し、施工を進める上で支保パ
ターンや補助工法の協議などに活用している。
(3) 山岳トンネルCIMのシステム構成
山岳トンネルCIMの主なシステム構成、および付与・
更新する属性情報（ガイドライン例に準拠した情報およ
びガイドライン例以外の情報）を以下に示す。
① トンネル施工情報一元管理システム（CyberNATM，
演算工房社製）
トンネル工事の測量・計測データの収集・管理を一元
的に行うシステムで，線形，出来形，計測，進捗管理等
を包括的に行える（図-5）。本システムでは表-3に示す
属性情報を収集・管理している。

図-6 GEO-CRE概要

③ 3次元描画システム（E-G Modeling,演算工房社製）
従来の3次元CADソフトを用いずに，トンネル構造モ
デルを作成できるシステムである。CyberNATMで入力
した線形，断面，支保パターン情報から自動的にトンネ
ル構造の3次元モデルが構築できる。CyberNATMにより
収集した属性情報はE-G Modeling内に自動反映されると
ともに，GEO-CREで各種地質調査結果をもとに解析し
た3次元地質モデルや，CyberNATM以外の属性情報（地
質調査，火薬量，排水材設置箇所等の施工実績）を取り
込むことも可能となっている。また，CGアニメーショ
ン機能を有しており，トンネル施工情報を管理用PCで3
次元的にリアルタイムで確認できる（図-7）。

図-5 CyberNATM による包括的管理
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図-7 E-G Modelingトンネル構造モデル

② 3次元地質解析システム（GEO-CRE,応用地質社製）
地表踏査，各種ボーリング，物理探査，地形等のデー
タをもとに，3次元地質モデルを作成するシステムであ
る。構築した地質モデルを用い，構造物への影響分析や
各種シミュレーションへの利用，CAD図面の作成，CG
アニメーション作成等が可能となっている（図-6）。

(4) 山岳トンネルCIMへの付与情報
山岳トンネルCIMに付与する情報は以下の通りである。
① 施工前の情報
・露頭調査結果
・鉛直ボーリング結果
・地表情報（地形，地質，国土地理院地図）
・3次元地質モデル
・3次元比抵抗モデル
・トンネル構造モデル（設計支保パターン）
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② 施工中の情報
・CyberNATM情報（切羽観察記録，切羽画像・スケ
ッチ，A計測結果，支保パターン・吹付コンクリー
ト・鋼製支保工・ロックボルト・追加補助工法な
どの設計および実施情報）
・B計測結果
・坑内および地表鉛直コアボーリング結果（実施箇所，
コアの地質区分および地山等級，コア写真，湧水
状況写真）
・地表電気探査結果
・ノンコア削孔切羽前方探査結果（実施箇所，地山等
級，湧水状況写真）
・坑内弾性波探査結果
・掘削時の火薬使用量
・吹付表面竪排水材設置箇所
掘削時の火薬使用量と吹付表面竪排水材設置箇所は従
来の山岳トンネルCIMでは情報を取り入れていないが、
当現場では情報をCIMへ組み込んでいる。火薬使用量は
掘削1m3当りに使用した火薬量（kg）の情報であり，使
用量を色で判別できるようにした（図-8）。この情報に
より地山の硬軟を示す指標となる。吹付表面竪排水材設
置箇所は出来形展開図を埋め込んでおり，湧水の有無を
示す指標となる（図-9）。
3次元モデルを用い一元的に情報を整理する事で、所
内及び受発注者間での情報共有が容易となった。
火薬使用量の取込み
使用量を色で判別（地質硬軟）

(5) 3次元モデルの活用
① 坑内ウォークスルー視点（E-G Modeling）
坑内の情報をウォークスルー視点で確認できる機能で
ある。施工済み区間では，切羽観察記録，地層境界，A
計測結果を確認でき、施工予定区間では，地質情報を元
に予測した地層の走向傾斜など，切羽前方の地質状況を
確認することが出来る。（図-10）。

図-10 坑内ウォークスルー視点

② 切羽連続写真（E-G Modeling）
施工中に撮影した切羽画像を連続的に確認できる機能
である。本機能により施工済み区間の地層の走向傾斜が
明確となる事で、切羽前方の地質状況の予測が容易とな
る（図-11）。

単位kg/m3

図-8 火薬使用量モデル
図-11 切羽連続写真

4. 山岳トンネルCIMの活用成果
(1) 断層破砕帯での適用
計画当初からTD=1,320m地点に断層破砕帯が位置する
ことが予想されていたが，その傾斜や厚さに関しては明
確ではなかった。このため，地表からの鉛直ボーリング
および比抵抗2次元探査（電気探査）を実施した。この
調査結果をもとにGEO-CREで3次元地質解析を実施しEG Modelingのトンネル構造モデルに反映させたところ，
断層破砕帯は当初想定よりも約220m工事終点側となる

図-9 排水材設置箇所モデル（青枠：設置箇所）
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3次元地質モデルの更新には，収集した各種調査・施
工情報の解析に時間を要してしまうことから，掘進速度
に対応した切羽前方地質モデルの更新が可能となること
で，利便性が向上するものと考えられる。
また，山岳トンネルのCIMに対応した納品ガイドライ
ンが策定されていないため，付与情報や納品形態など基
(2) 避難坑周辺地質モデルの更新
礎的な条件を整理することで、納品されたデータを用い
調査結果に基づき対策工を実施しながら施工を進め，
坑内地質調査や施工情報をもとにモデルを更新した結果， た維持管理や補修設計など、将来的に活用の幅を広げて
いく事ができると考えられる。
断層破砕帯を含む3次元地質モデルは図-13の通りとなっ
た。
参考文献

TD=1,540mに位置していることが判明した。厚さについ
ては既往調査で想定された10m程度で分布するのではな
く，50m程度の範囲で小断層や割れ目の多い幅広い破砕
ゾーンを形成していると推定された（図-12）。2)
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質情報を予測することが容易となった。

鉛直ボーリング実施位置

図-12 断層破砕帯解析結果（上：比抵抗断面 下：地質縦断）

3次元地質モデル（避難坑周辺）

図-13 3 次元地質モデル（避難坑周辺）
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