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1.  はじめに 
 
ボスポラス海峡沈埋トンネルは，トルコのイスタン

ブール中心部を東西に結ぶ鉄道トンネル（マルマライ

プロジェクト 1））の一部であり，11 函の函体により構

成され，最深部の水深は約 60m で沈埋トンネル工法に

よるトンネルとしては世界最深のトンネルである（図

－１参照）。ボスポラス海峡は，基本的には黒海からマ

ルマラ海に向けて流れているが，気象条件によりその

流速は不規則に変化し，最大で 2.0m/s を越える。また

黒海とマルマラ海からそれぞれ淡水系と塩水系の水が

流入することにより二層流が形成され，底層では逆向

きの流れとなっている 2)。この様な複雑な流況条件の

下で，函体沈設の精度と安全性を確保することは非常

に難しく，沈設作業の可否判断のための流況予測が不

可欠であった。本研究は，この施工支援のための流況

予報システムの開発を目的とする。 
流況の解析・予測には，一般に数値計算によること

が多い。しかし本施工域は，図－１に示すように海峡

が屈曲しながら塩水域に流入し，また，海峡断面も複

雑に変化する場所のため，数値計算による流況の再現

には詳細格子を用いた高精度の計算モデルが必要とな

り，その計算時間から実施工における流況予測には適

用できないことが明らかとなった。そこで，結果の速

報性とシステムの堅牢性を確保するため，風や気圧の気

象現象と流況の応答特性をモデル化し，これをもとに

流況を予測する手法を開発した 3)。本モデルでは，直

近の風や気圧，水位などのモニタリングデータ，気象

予報を入力値として取り込むことが，予報精度の向上

に繋がるため，ICT（情報通信技術）を活用してこれら

のデータをオンラインで逐次取り込み，また解析結果

をインターネット上で配信することにより，24 時間連

続稼働が可能なシステムとした。 
 

2.  流況予測モデル 
 
2.1  ボスポラス海峡の流況変化 

まず現地の流況特性を解明するため，一年間にわた

る現地観測（後述のオンライン観測参照）を実施した。
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図－１ ボスポラス海峡沈埋トンネル 

Fig.1 Bosphorus immersed tunnel 
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流況変化の例を図－２に示す。トンネルライン上鉛直

断面の流速分布を示したものであり，比較的流速が小

さい場合（上図）と大きい場合（下図）の例を示して

いる。マイナスは北から南に向かう流れを表し，プラ

スが逆向きの流れを表している。2 つの図を比較する

と，流向が逆転する（流速 0）深さは，流速が小さい

場合には水深 15m であり，流速が大きい場合には水深

25m と深い位置になっている。また，表層の流速は

1.0m/s から 2.0m/s 以上に増大しているのに対し，底層

は 0.5m/s 程度で同程度の流速となっている。表層流速

が変化すると，流向の逆転する界面の高さも変化し，

また上層と下層の流速の変化特性も違うことが分かる。

図－３はトンネルの中央付近の水深 7m 地点における

流速の時系列を示しているが，流速は日単位で不規則

に変化していることが分かる。函体沈設時の許容最大

流速は 1.5m/s であり，沈設作業には約 36 時間を要し

一旦開始すると途中で中止することは困難であった 4)。

上図に示すように，流速やその鉛直分布が日々不規則

に変動する本施工域において，翌日の沈設作業の可否

判断をするためには，流況を精度よく予測することが

必要であることが分かる。 
2.2  予測モデルの概要 
一年間の連続観測の結果，ボスポラス海峡の流れは

主に風と気圧によって変化していることが分かったた

め，この応答特性をモデル化することにより流況予測

モデルを構築した。本モデルは海峡両端の水位を予測

するモデルと，その予測した水位差から流況を予測す

るモデルの２つから構成される。概要を以下に示す 3)。 
水位予測モデルは，潮汐，気圧，風，（季節的）長期

変動を支配因子とし，それぞれの影響を個別にモデル

化することにより，その重ね合わせで水位を予測する

モデルとして構築した。潮汐成分は，長期観測結果か

ら調和解析により求めた調和定数により算定した。気

圧成分は，気圧と水位が反比例する特性を用い，長期

観測結果からその関係式を導いて適用した。風につい

ては，その変動周期により水位応答が変わるため，長

期観測結果から変動周期毎の応答関数を求め，インパ

ルス応答関数を算出して適用した。季節変動等の長期

変動成分は，水位の観測値の結果から上記３つの成分

の残差として求めた。モデルの入力値は，気圧と風の

観測値と予測値，および水位の観測値となる（図－４）。 
流況予測モデルでは，流況は主に海峡両端水位差に

より支配されるものとし，これに密度界面の影響を考

慮した補正を加えた。水位差と各点の流速を，長期観

測結果に基づきそれぞれ１つの関数で関係付け，これ

に界面の変動履歴による補正を加えるモデルを構築し

た。この補正は，水位差から上記関数により求められ

る流速と，実際に観測される流速の差により，界面の

影響を評価するものである。流況予測モデルにおける

入力項目は，水位差の観測値と，水位予測モデルによ

る水位差の予測値，及び密度界面の状況を評価するた

めの代表点における流速の観測値となる（図－５）。 
 

3.  流況予報システム 
 
3.1  システム構成 
流況予報システムの構成を図－４，５に示す。本シ

ステムは，オンライン観測システムと，予測システム，

流況情報配信システムの３つから構成される。オンラ

 
図－２ 流速鉛直断面分布 

Fig.2 Vertical velocity distributions 

図－３ 流速の時系列変化 

Fig.3 Current speed changes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－４ 流況予報システムのデータの流れ 

Fig.4 Data flow of the current forecast system 
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イン観測システムは，トルコの作業所に設置され，流

況，水位，気圧，風の観測値をサーバーに取り込み蓄

積するものである。予測システムと流況情報配信シス

テムは，メンテナンスやシステム改良のため日本に設

置した。予測システムは，オンライン観測システムの

データと，トルコの気象サービスから送信される気圧

と風の予測値に基づき，予測モデルにより流況を予測

し，流況情報配信システムにデータを受け渡す。流況

情報配信システムは，Web サーバーであり，利用者の

要求に合わせた形（グラフ等）にデータを加工し，イ

ンターネットを通じて情報を提供するものである。全

てのシステムは自動化されており，２４時間連続稼動

が可能なシステムとなっている。以下にそれぞれのシ

ステムの詳細を示す。 
3.2  オンライン観測システム 
 オンライン観測は，図－１に示す７地点（St.A, B, 

C：流速観測，St.D, E：水位観測，St.F, G：気圧，風速，

風向観測）で実施した。観測データは，１時間に１回

の頻度で，無線により作業所に設置したデータサーバ

ーに送信され，データベースに記録される。 
3.3  予測システム 
 予測システムは，オンライン観測システムとインタ

ーネットを通じた VPN（Virtual Private Network）によ

り接続され，逐次データを取り込むことが可能である。

また，気圧と風の気象予測値は，トルコの気象サービ

スからテキスト形式で E-mail の添付ファイルとして送

信され，これを自動で取り込む。これらの入力値を用

いて，４８時間後までの流況予測を行う。本モデルに

よる解析は数分で完了するため，オンライン観測デー

タが更新される毎に新たな予測を実施し，最新の観測

データに基づいた予測値を提供することが可能である。 
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図－５ 流況予報システムの全体図 

Fig.5 Current forecast system 

 
(a)流速の断面分布 

 
(b)流速の鉛直分布 

 
(c)水位・流速の時系列変化 

図－６ 流況情報配信システムによる Web 画面表示の例

Fig.6 Examples of the information system indications 
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3.4  流況情報配信システム 
観測結果や流況予測結果などは，すべて流況情報配

信システムに蓄積される。本システムは Web サーバー

機能を有し，利用者はインターネットを介して任意の

時間・場所で，様々な形式に図化されたデータの参照

が可能となっている（図－６参照）。沈設作業の可否判

断は，工事の安全を確保する上で非常に重要である。

本システムはこの判断のための有用な情報を提供する

が，最終判断においては，予測値の評価には十分な検

討が必要である。本システムでは，過去に予測した結

果の参照も可能となっており，観測結果との比較から

どのような気象条件の場合に予測の精度が悪くなるか，

その誤差は安全側か等を確認することが出来る。 
 

4.  予報システムの活用 
 
沈設作業の可能条件は，作業性や沈設設備の制限か

ら，表層 15m の平均流速 u*が 1.5m/s 以下である必要

があった。沈設作業には 36 時間を要するため，実際の

施工では，函体曳航開始前に 36 時間後までの流速が可

能条件を満たすことを予報システムで確認して，沈設

作業を開始した。ここでは例として，2006 年 12 月に，

現地において模擬函体を用いて行われた沈設トレーニ

ングにおける，沈設の可否判断の結果を図－７に示す。

当初 25 日から函体を曳航する予定であり，当日の観測

値は 1.2m/s 程度と許容値を下まわっていたが，翌日，

1.8m/s まで流速が増大する予報であったため曳航を中

止した。27 日の予報で 36 時間先までの流速予測値が

沈設可能最大流速以下となったため曳航を開始し，翌

28 日に函体の沈設訓練を実施した。図中に示した実測

値によれば，予報に基づいた可否判断は両者とも正し

かったことが分かる。 
 

5.  おわりに 
 
 本研究では，施工支援ツールとしての流況予報シス

テムを開発し，これをボスポラス海峡の沈埋トンネル

工事に適用した事例を紹介した。予測モデルとして，

長期観測結果の統計解析に基づいた応答モデルを適用

したため，予測値を数分で算定できが，予測精度の向

上のため，初期値となるオンライン観測値の最新値を

随時取り込むことが必要であった。ICT 技術の活用に

より，各システム間のデータ受け渡しの自動化が可能

となり，また日本とトルコという遠隔地で，システム

の開発・メンテナンスを円滑に実施することが出来た。

本システムは，非常に厳しい流況条件の下での工事に

おいて重要な役割を果たし，2008 年 9 月に全 11 函の

函体沈設が完了している。 
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Fig.7 Comparison of the current forecast and the observation 


