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1. インヤン太陽ダイナモシミュレーション 
  (Masada, Yamada and Kageyama 2013 submitted to ApJ, ArXiv1304.1252)
2012年度はインヤン格子を用いたグローバルな太陽ダイナモモデルを構築し、対流安定層が太陽ダイ
ナモ機構に及ぼす影響を調べた。本研究で用いた計算モデルは、対流エンベロープの内側に対流安定な
放射層を加えた2層ポリトロープモデルである。対流安定層の効果を際立たせるために、対流層のみの
モデルと比較した。
図1 (a),(b) は 対流安定層を考慮したモデル (Model A) と考慮しないモデル (Model B) 、それぞれで実
現した回転プロファイルである。対流安定層を考慮したモデルでは、対流層底部に太陽のタコクライン
層を想起させるような強い速度シアー層が形成されていることがわかる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図2(a),(b)はModel A,B それぞれの球面磁場分布、(c),(d)は各モデルの磁力線構造である。Model Bは
非常に複雑な乱れた磁場構造を持つのに対し、Model Aはコヒーレントで赤道反対称な大局的磁場構
造を持つことがわかる。面白いことにModel Aの大局的磁場は周期的な極性反転を繰り返す。図3に安
定層での平均方位角磁場成分の緯度‒時間ダイアグラムを示す。大局的磁場の周期的反転が確認でき
る。これらの結果は、太陽黒点の素となるような大局的磁場生成機構の鍵を対流安定層が握っている
可能性を強く示唆するものであり、本研究の成果は現在Astrophysical Journal誌に投稿中である。

助教着任後は、まずこれまで培ってきたMHD乱流に関する知見を活かし、太陽の内部回転則の起源を説明する新し
い理論モデルを提案した (Masada 2011)。さらに現在は、太陽内部MHD過程についての理解を深めるべく、Yin-Yang
Gridと呼ばれる格子を使った新しい太陽MHD計算モデルを開発し、大規模並列シミュレーションを駆使した太陽の回
転・ダイナモ研究に取り組んでいる (Masada et al. 2013)。以下では、最近の 2つの研究業績の内容をまとめる。

1. 太陽の内部回転則の起源 [Masada 2011]
太陽の内部回転則は、日震学と呼ばれる手法で精密測定されている。太陽物理学最大の謎の一つが、日震学が明らかに
した対流層の円錐状回転形状である。順圧な回転球殻対流系はテイラー=プラウドマン状態と呼ばれる円柱状回転則に
従うことが知られている (c.g., Pedlosky 1987)。円錐状回転則は、太陽内部に何らかの傾圧効果が存在することを示唆
するが、その原因は未解明である。私は線形理論に基づき、対流層直下の対流安定層において、緯度方向に強度非一様
性を持つMHD乱流が成長する可能性を指摘した。さらに、シミュレーションに基づきMHD乱流による乱流加熱率を
評価した結果、円錐状回転則を説明するのに十分な傾圧効果が安定層内に生じることを示した。この研究のユニークさ
は対流安定層のMHD乱流に着眼した点である。対流安定層では乱流は本質的に 2次元的になる。この結果が陽に示唆
することは、太陽内部のダイナミクスに対する 2次元乱流の効果 (e.g., Metais & Herring 1989)の重要性であり、太陽
物理の新しい研究テーマとして今後更に発展していく可能性を秘めている。

2. 回転球殻MHDシミュレーション [Masada et al. 2013]

図 3: (a),(b)はモデル Aと Bそれぞれの球面磁場分布 (B! 成分).

(c),(d)は各モデルの 3次元磁力線構造.

太陽と地球のダイナモを隔てる物理は様々存在する
が、私が注目しているのが「対流安定層がもたらす
違い」である。太陽の対流層直下には対流安定なプラ
ズマ層が存在する。地球の場合は固体鉄である。固体
とプラズマでは物性が大きく違うにも関わらず、太
陽ダイナモの枠組みでは対流安定層はあまり注目さ
れてこなかった。しかし、Masada (2011)で示した
ように、安定層は太陽内部のMHDに影響を及ぼす可
能性がある。これが回転球殻ダイナモに対する安定
層の効果を調べる動機である。Masada et al. (2013)
では、対流安定層を考慮したモデル (Model A)と考
慮しないモデル (Model B)をそれぞれシミュレート
し、ダイナモ磁場構造の違いを調べた。図 4(a),(b)
はモデル A, B それぞれの球面磁場分布である。図
(c),(d)は各モデルの磁力線構造である。計算には京
コンピュータおよび神戸大学の !コンピュータを用

いた。モデル Bは非常に複雑な乱れた磁場構造を持つのに対し、モデル Aはコヒーレントで赤道反対称な大局的磁場
構造を持つことがわかる。面白いことにModel Aの大局的磁場は周期的な極性反転を繰り返す。これらの結果は、太
陽黒点の素となるような大局的磁場生成機構の鍵が、対流安定層に隠されている可能性を強く示唆するものである。対
流安定層の構造や分布は星の質量や金属量、年齢に依存する。ダイナモに対する安定層の効果を、幅広いパラメータレ
ンジで調べることで、様々な恒星の磁気的活動性を理解する一助になると期待される。
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図1. (a) Model Aと(b) Model Bの回転プロファイル.
図2. (a)と(b)は Model A, B それぞれの球面磁場分布. 
       (d)と(d)は各モデルの3次元磁力線構造.

図3. Time-latitude diagram for the mean azimuthal magneti component



2. 超新星コアをターゲットにしたMRIの局所3次元シミュレーション
  (Masada, Takiwaki, Kotake and Sano 2012, ApJ, 759, 110)
回転球殻太陽対流・ダイナモシミュレーション研究に加えて、超新星コア内部をターゲットにしたMRI 
(磁気回転不安定性) の局所シミュレーション研究を行った。重力と遠心力がバランスすることによって
回転構造がケプラー分布になる降着円盤とは異なり、重力と圧力勾配力が平衡状態を決める超新星コ
アなど星の内部では差動回転の度合いが一意には決まらない。そのことを鑑み、差動回転の度合いが
MRIの非線形成長にどのような影響を及ぼすか、局所シアリングボックス計算で調べた。

図4にケプラー回転に比べて差動回転の度合い（シアー率）が1/10の時のMRIの非線形成長のボリュー
ムレンダリング可視化結果を、図5にMaxwell応力の飽和値のgq = q/ (2-q) [shear-vorticity ratio] に対す
る依存性を示す。従来の研究では、初期にzero-net magnetic fluxの場合にのみシアー率依存性は調べ
られていた。本研究で注目したのはnon-zero net fluxケースである。図5の青線が我々が得た結果、他
の線が過去の研究 (zero-net flux cases) の結果である。正味の磁気フラックスの有無に関わらず、
Maxwell応力の飽和値はgqの-3/4乗に比例することを明らかにした。本結果に基づきMRI乱流によって
生じる乱流応力と乱流加熱の解析的モデル (sub-grid model) を構築し、超新星コア内部に応用した。
その結果、MRIによる乱流加熱によって超新星の爆発エネルギーが増幅されることを明らかにした。本
研究の成果はすでにAstrophysical Journalにて出版済みである。

3. 局所対流ダイナモシミュレーション（Masada & Sano 2013 in prep.）
(1). イントロダクション
グローバルな太陽ダイナモシミュレーションの欠点は様々なスケールの物理が混在しているが故の “本
質的物理の抽出の難しさ” にある。それを補うべく、グローバル計算と同様の計算モデルを使った相補
的な局所ダイナモシミュレーション研究を進めている。
2012年度は局所ダイナモ計算で大局的磁場の生成過程に迫った。ここで大局的磁場の定義は「対流ス
ケールよりも大きなスケールを持つコヒーレントな磁場」であり、対流以下のスケールの磁場（乱流磁
場）とは性質を異にする磁場成分である【いわゆる平均場と乱流場の違い】。これまで局所対流ダイナ
モシミュレーションでは乱流磁場の生成に寄与するローカルダイナモの存在しか確認されていなかった
が（Cattaneo et al. 1991）、2010年に初めてKapylaらが局所計算でも大局的なコヒーレント磁場が
生成されることを示した。2012年には、同じくKapylaらが生成された大局的磁場が周期反転を繰り返
すことも発見している。しかしながら、従来の研究ではこの大局的磁場の生成・反転機構に対する明確
な説明は無されていなかった。

(4) これまでの研究経過・業績の内容

図 1: 超新星コア内 MRI乱流の 3次元可視化 (Masada et al. 2012).

私はこれまで、太陽から超新星にいたる幅広
いエネルギースケールの天体現象の理解を目指
し、研究に取り組んできた。その中で一貫してい
るのは、まず興味のある天体現象を線形理論や
簡単なモデル化にもとづき大雑把に理解した後、
シミュレーションを使って定量化していくという
研究スタイルである。この一連の流れを一人で
も完結させられる点が私の特徴である。また、研
究に必要な計算コードの開発はもちろん、解析・
可視化アプリの開発経験も豊富に有しており、近
代的シミュレーション研究に不可欠な「並列化」
まで含めた、総合的なプログラミングの知識と
技術を実践的に体得している点も長所である。

院生時代は主に超新星やガンマ線バースト (GRB)
などの高密度天体現象に取り組んだ。その際に注
目したのは、プラズマ宇宙で普遍的に現れる不安定性 “磁気回転不安定性（MRI）”である。高密度天体の力学はニュー
トリノによって支配される。ニュートリノによるエネルギー・運動量輸送という微視的プロセスが、マクロな磁気回転
不安定系に及ぼす影響に注目し、線形理論の構築、シミュレーションによる定量化、そして GRBの新しい中心エンジ
ンモデルの提案を行った（Masada et al. 2006a; Masada et al. 2007a,b; Masada et al. 2008等）。図 1は超新星コア
内MRI乱流の 3次元可視化である (Masada et al. 2012)。

研究員時代には、超強磁場中性子星フレアの理論モデルを提唱し、相対論的磁気流体 (MHD)シミュレーションによる
モデルの検証を行った後 (Masada et al. 2010; Matsumoto, Masada et al. 2010）、研究の軸足を太陽物理へと移した。
これは研究を進める中で、宇宙物理の中で最も基本的な問題の一つである「回転帯磁星の進化」を理解しなければ、高
密度天体現象の全容解明はできないと思い至ったからである。「星の内部でどのように磁場が進化し、どのように角運動
量が輸送されるか？」その問いに答えるための天然の実験場が太陽であり、それが太陽の回転・ダイナモ問題に取り組
み始めたきっかけである。図 2に、2010年に提案した超強磁場中性子星フレアの理論モデルの概念図を示す (Masada
et al. 2010)。

図 2: 2010年に提案した超強磁場中性子星フレアの理論モデルの概念図 (Masada et al. 2010).
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Figure 6. (a) Volume- and time-averaged Maxwell (red circles), Reynolds (blue squares), and total stresses (green diamonds) as a function of the shear-vorticity ratio
gq. The yellow triangles represent time- and volume-averaged magnetic energy at the saturated state. (b) The ratio of Maxwell and Reynolds stresses for the models
with different initial settings as a function of the shear-vorticity ratio gq. The blue squares, green crosses, yellow triangles, and red circles demonstrate the results
of our work, Hawley et al. (1999), Liljeström et al. (2009), and Ziegler & Rüdiger (2001), respectively. The dashed line traces the prediction from the local model
developed by Pessah et al. (2006). The solid line gives a power-law relation of !!wM ""/!!wR"" # g

$3/4
q .

(A color version of this figure is available in the online journal.)

stress and plays a major role in the turbulent heating process
there.

A power-law relation between the shear-vorticity ratio and
turbulent stress appears in this figure. The power-law index ! of
a scaling relation defined by

!!wtot"" # g!
q (11)

is about 1/2 and the best fit is ! = 0.44 among all the models
in Figure 6(a). It is interesting that the magnetic energy has a
similar scaling relation to the turbulent stress, which is roughly
!!Emag"" # g

1/2
q (the best fit is ! = 0.46), although the Maxwell

stress has a power-law index of 0.36 (the best-fit value), which is
a bit smaller than the power-law index for the total stress. Since
it is well known that the maximum growth rate of the MRI is
linearly proportional to the shear rate q (that is "max = q!/2),
the scaling law of the turbulent stress that we found here should
be explained through the nonlinear properties of the MRI-driven
turbulence.

3.3. Our Work versus Previous Studies

Thus far, the dependence of the nonlinear properties of the
MRI on the shear rate has been investigated only in models
whose net magnetic flux is set to zero (Brandenburg et al. 1996;
Abramowicz et al. 1996; Hawley et al. 1999; Ziegler & Rüdiger
2001; Pessah & Chan 2008). These previous studies found that
the turbulent stress had a stronger dependence on the shear-
vorticity ratio gq (or rather shear rate q itself), which is in contrast
to the weak dependence (! = 1/2; see Equation (11)) obtained
here in the case of the non-zero magnetic flux.

Abramowicz et al. (1996; hereafter ABL96) numerically
evaluated the MRI-sustained turbulent stress for different values
of the shear-vorticity ratio in the stratified system with zero net
magnetic flux. They found that the turbulent stress is roughly
represented by a linear dependence on the shear-vorticity
ratio, that is, ! = 1.0 of Equation (11). On the other hand,
the numerical results obtained by Ziegler & Rüdiger (2001;
hereafter ZR01), with similar numerical settings as was adopted
in ABL96, suggested the existence of relation !!wtot"" # q (i.e.,
# 2gq/(gq + 1)) in contrast to the findings of ABL96.

The dependence of the turbulent stress on the shear rate
was studied comprehensively by Hawley et al. (1999; hereafter
HBW99) using an unstratified shearing box model with net zero
magnetic flux. They found that the vorticity ((2 $ q)!) limits
hydrodynamic turbulence and strongly reduces the Reynolds
stress at around q = 0. In contrast, the shear (q!) promotes
turbulence, and thus the Maxwell and Reynolds stresses both are
enhanced by an increasing shear rate. Since the q-dependence
of the Reynolds stress is much stronger than that of the
Maxwell stress, the stress ratio diminishes with an increasing
q. When extracting the data from Figure 10 of HBW99, the
time- and volume-averaged turbulent stress seems to behave as
!!wtot"" # g

1/2
q (the best fit is ! = 0.55).

Liljeström et al. (2009; hereafter LKKBL09) studied the
nonlinear properties of MRI-driven turbulence with a varying
shear rate using the local shearing box model with net zero
magnetic flux. By fitting the numerical data listed in Table 1 of
LKKBL09, the turbulent stress has a strong q-dependence like
ABL96 and behaves approximately as !!wtot"" # gq (the best fit
is ! = 0.9).

A theoretical model for the saturation of the Maxwell and
Reynolds stresses in MRI turbulence was developed by Pessah
et al. (2006; hereafter PCP06) in light of the similarities
exhibited by the linear regime of the MRI and the turbulent
state. On the basis of linear theory, they formulated a predictor
function on the ratio of the Maxwell and Reynolds stresses at
the saturated state, that is !!wM""/!!wR"" = (2 + gq)/gq [=
(4 $ q)/q in the other form]. LKKBL09 found that the relation
for the stress ratio derived by PCP06 predicts similar behavior,
but provides a ratio that is a few times smaller than what was
computed from their numerical results. The local closure model
developed by Ogilvie (2003), however, was able to reproduce
the numerical results of LKKBL09 quite well.

For a comparison between our work and previous studies, the
ratio of the time- and volume-averaged Maxwell and Reynolds
stresses is plotted as a function of the shear-vorticity ratio
gq in Figure 6(b). The blue squares correspond to our result,
the green crosses show the numerical data of HBW99, the
orange triangles are the results of LKKBL09, and the red
circles present the results of ZR01. A power-law relation of
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図3. MRIの非線形成長のボリュームレンダリング可視化
図4. Maxwell応力の飽和値の
　　 shear-vorticity ratio依存性



(2). 計算設定と計算結果
我々はまず、Kapylaらとほぼ同様の計算設定で、局所対流ダイナモによる大局的磁場の生成と周期反転
を再現した。さらに、大局的磁場の生成・反転機構を理解するために、計算結果を平均場理論を使っ
て再現することを試みた。図5に我々が行った局所対流ダイナモの計算設定を、図6に計算結果を示す。

図6は磁場の水平成分(Bx & By) 成分の水平平均量の動径‒時間ダイアグラムである。水平平均操作によ
り乱流成分を落とすrことで、平均場成分のみの時間進化を見ている。白の破線が対流層と安定層の境
界である。境界層付近で強い平均場成分が発達していることがわかる。さらに、平均場成分が周期的
な反転を繰り返していることがわかる。Bx成分とBy成分の極性反転には90°の位相のずれがある。これ
が局所対流ダイナモ計算によってシミュレートされる大局的磁場生成とその周期反転の概要である。

(3). 平均場理論とα2ダイナモ波
シミュレーション結果は、計算領域内で以下の3つの条件が成立していることを示唆する。
　1) 平均場は水平成分のみ (Bx ! By ! 0, Bz = 0).
　2) 平均場は時間とz方向（重力と並行な方向）のみに依存して変化: Bx = Bx (t,z), By = By (t,z). 
　3) 平均場方程式の中に現れる「α項」と「!t 項」は時間定常でz方向のみに依存.
    (α: α効果, !t : 乱流磁気拡散  → 背景流れ場の乱対流の効果を記述) 
これらの仮定に基づくと、以下の1次元平均場方程式が得られる：

背景の乱対流場の効果を記述しているのが"(z)と!t(z)である。
これらのプロファイルを、シミュレーションから得られた平均
ヘリシティ分布と平均二乗速度分布を使って直接与えることで、
平均場方程式を数値的に解くことが可能になる。図8に本研究で

図5. 局所対流ダイナモの計算設定 図6. Bx & By 成分の水平平均量 (xy面平均) の
　　 動径 (縦軸)‒時間 (横軸) ダイアグラム

驚くべきことに、これらの大局的磁場成分は、例えば「シアー流」の
ような「平均流れ場」によって生成・維持されているわけではない。
本シミュレーションの大局的ダイナモを支えている背後の流れ場は、
左図に示すような完全な乱対流場である (左図7は対流速度の対流層
上部での水平面分布)。期待されるのは、太陽で一般的なα-Ω的なダ
イナモ機構ではなく、平均シアー流の存在を必要としない「α2ダイ
ナモ機構」であろう。シミュレーションから得られたこれらの情報を
基に、平均場理論によるシミュレーション結果の再現を試みた。
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ABSTRACT
By means of local Cartesian simulation of rotating penetrative convection, we study storage, amplification

and cyclic variation mechanisms of large-scale magnetic fields. Our numerical model delivers a well-regulated
cyclic magnetic activity with relatively short cycle period. The strong mean horizontal fields, reaching a half
of equipartition strength when maxima, are stored preferentially in bottom convection zone, and show time-
reversal of their polarities. The field reversal interface then propagates toward upper convection zone. The
broken symmetry between x- and y-directions yields different time evolutions of Bx and By field components.
It is characteristic in our model that statistically stationary, horizontally-banded, vortex sheets with alternating
vortities are developed and maintained in a thin layer covering bottom convection and top overshoot zones
where magnetic cycles are initiated. The magnetic activity observed in our model can be interpreted as a
natural outcome of storage and amplification processes of magnetic fields in the thin banded structure of vortex
sheets. The turbulent vortical convection, which stochastically penetrates into the overshoot zone, might induce
this horizontally-banded structure of vortex sheets via an inverse cascade process of vorticity merging.
Subject headings: instabilities—convection— MHD: magnetic fields — stars: sun

1. INTRODUCTION
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One of long-standing issues in the solar physics is the origin
of the Sun’s magnetic field, that is the solar dynamo process.
The final goal of solar dynamo researches is to reveal forma-
tion and cyclic variation mechanisms of large-scale magnetic
fields, which are responsible for sunspot and active region
with 22 year variation cycle, self-consistently with observa-
tions and magneto-hydrodynamics. Although there exists a
lot of numerical works, studying magnetic dynamos sustained
by turbulent convections in global spherical shell geometry
(e.g., Gilman 1983; Glatzmaier 1985; Brun et al. 2004 ) and
local Cartesian geometry (e.g., Nordlund et al. 1992; Bran-
denburg et al. 1996; Ziegler & Rüdiger 2003; Cattaneo et
al. 2003), the formation mechanism of large-scale magnetic
fields in the Sun still remains an open issue under the existing
conditions (Ossendrijver 2003; Miesch & Toomre 2009).

Recently, a growing body of evidence is accumulating to
demonstrate that large-scale magnetic fields, which is ac-
countable for the sunspot field, can be organized from tur-
bulent convection in spherical shell simulations. Browning et
al. (2006) found, for the first time, an emergence of strong
axisymmetric toroidal magnetic fields within the convectively
stable layer in anelastic spherical shell dynamo simulations
(see also Browning et al. 2007; Miesch et al. 2009) The polar-
ity reversal of large-scale magnetic components is reported in
the similar framework of spherical shell dynamos by Ghizaru
et al. (2010) (see also Racine et al. 2011).
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Not only in the global shelluler geometries, the large-scale
magnetic fields and its cyclic variations were observed also
in local Cartesian simulations of rotating turbulent convection
by Käpylä et al. (2009a, 2011) (see Käpylä et al. 2008 for the
case with an imposed shear flow). Their parameter study sug-
gested that large-scale magnetic field is generated by a turbu-
lent "-effect only when the rotation is rapid enough. It would
be interesting that mean-field model with dynamo coefficients
obtained by test-field method gives a reasonable prediction on
the dynamo excitation in direct simulations. Turbulent trans-
port coefficients that describes the evolution of large-scale
magnetic fields was studied in detail by Käpylä et al. (2009b).

Despite numerical manifestations of large-scale magnetic
fields in both global spherical shell and local Cartesian simu-
lations, there is ongoing debate as to its reversal mechanism
(e.g., Miesch et al. 2009; Ghizaru et al. 2010). The aim of our
work is to gain an insight into the cycle variation mechanism
of large-scale magnetic fields. In this letter, we report numer-
ical results obtained in our local Cartesian simulation of ro-
tating penetrative convection. The storage, amplification, and
cyclic variation mechanisms of large-scale magnetic fields are
studied with an emphasis on physical properties and possible
roles of horizontally-banded vortex sheets, which are main-
tained in bottom convection zone and might be a key structure
for magnetic activity cycle observed in our numerical model.

2. NUMERICAL SETTINGS

Our numerical model is almost same as that adopted in
Brandenburg et al. (1996) (see also, Käpylä et al. 2004). A
rectangular portion of stratified spherical shell is modeled by
a local Cartesian box situated at latitude $, where x represents
latitude, y longitude (azimuth), and z points in the direction
of gravity g. The computational domain has three layers: top
cooling layer of depth 0.15d in the range z0 < z < z1, middle
convection layer of depth d in the range z1 < z < z2 and bot-
tom convectively stable overshoot layer of depth 0.85d in the
range z2 < z < z3. The horizontal extent of the box is 4d in
each direction.

図7.対流速度の水平面分布

図8. "(z)と!t(z)のプロファイル



使用した"(z)と!t(z)のプロファイルを示す。α-quenchingによる非線形の飽和効果まで考慮して、平均
場方程式を解いた結果が図9である。図6のシミュレーション結果と比較すると、その特徴がうまく再
現できていることがわかる。このことは、局所対流ダイナモ計算の結果得られた大局的磁場はα2ダイ
ナモ機構によって生成されたものであり、図6に示したバタフライライクなダイアグラムは、α2ダイナ
モのダイナモ波で説明できることを強く示唆している。

これまでα-Ωダイナモの枠組みでは極性反転をともなうダイナモ波の存在は知られていた。しかしな
がら、α2ダイナモの枠組みでは、一般的にダイナモ波は極性反転しないと考えられており (Radler & 
Brauer 1987)、極性反転を伴うダイナモ波は、理想的なヘリシティ分布を与えるような強制項入りの
MHD乱流計算以外では見つかっていなかった（Mitra et al. 2008）。本研究は、自然な対流ダイナモ
シミュレーションの中に、極性反転をともなうα2ダイナモ波を見いだした初めての例である。また、
平均場理論の有用性を定量的に示した数少ない例の一つであり、太陽ダイナモ理論の中でこれまで全く
重用視されてこなかった「α2ダイナモ機構」を再考する契機となる大事な成果である。

図9.平均場理論によって得られたBxとByの動径‒時間ダイアグラム
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