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研究成果の概要（和文）：本研究は、深層海洋大循環モデルを構築する上で不可欠な情報でありながら、観測の困難さ
もあり、未解明なまま残されてきた海底地形の凹凸から上方に広がる乱流ホットスポットに注目し、その鉛直構造を理
論的および観測的に調べた。特に、海底地形の凹凸から上方に伝播していく内部波と深海の平衡内部波場との非線形相
互干渉に関するアイコナル・シミュレーションを通じて、超深海乱流強度が、海底地形の凹凸の卓越波数、海底地形の
高さ、潮流の強さ、密度成層などの物理量とどのように関連しているのかを力学的に明らかにし、海底地形の凹凸上で
実際に観測された乱流混合強度の鉛直分布を定性的に再現することができた。

研究成果の概要（英文）：An accurate representation of ocean mixing processes over rough bathymetry is 
essential in global circulation models. We perform a series of eikonal calculations for a wide range of 
parameters, namely, the amplitude (Uo) of tidal flow with semidiurnal frequency (Ω) and the horizontal 
wavenumber (k) of the bottom topography to see how upward propagating internal waves generated by 
tide-topography interactions donate their energy to dissipation through nonlinear interactions with the 
background internal waves. It has been shown that the resulting mixing hotspot becomes concentrated 
nearer the ocean bottom as k increases for kUo/Ω<1 independent of Uo, whereas it extends vertically 
upward as Uo increases for kUo/Ω>1 independent of k. An interpretation for these calculated results has 
been made in terms of the vertical group velocity and the life time for each of linear internal tides and 
quasi-steady lee waves emanating from the ocean bottom for kUo/Ω<1 and kUo/Ω>1, respectively.

研究分野： 海洋物理学
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