
研究室覚え書 
Rules & Notes in Yokoyama Laboratory 
 
2019 年 4 月 9 日 
横山 央明 T. Yokoyama 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
◎1 週間前原則 principle of one-week before 
講演要旨・スライド・ポスター・文書などで 
横山に見てもらいたいものは、原則、提出締切の 1 週間前には渡してほしい 
As for any materials such as abstracts, slides, posters, applications, etc., 
please send them by one week before the deadline if you need TY's check. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
◎情報共有 Information sharing 
メーリングリスト。 yokoyamalab-space@eps 管理者は横山 
ウェブサイト。管理は庶務係 
Google カレンダー。管理は庶務係 
Dropbox。管理は横山 
Maling list. yokoyamalab-space@eps administration by TY 
Web site. administration by shomu-kakari 
Google calendar. administration by shomu-kakari 
Dropbox. administration by TY 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
◎研究会発表 Presentations at Conferences or Workshops 
 
○参加予定の研究会について、横山に知らせること。 
その際、旅費と登録費とについて、財源を知らせること。 
知らせない場合、援助しない。 
. If one will attend a meeting, let TY know with  
  information on the budget source for each of travel and registration costs. 
  If no notice to TY, no support. 
 
○天文学会発表 Presentations at the ASJ Meetings 



年会（春秋）で最低年 1 回ずつは発表すること 
It is encouraged to give presentations, at least, once per a year 
in the ASJ annual meetings. 
 
○太陽研連シンポなど Presentations at the JSPC symposium etc. 
太陽研連シンポ（・理論懇シンポ・高宇連シンポなど）では 
年に 1 回どれかひとつで原則発表すること 
It is encouraged to give presentations, at least, once per a year 
in the JSPC symposium (or Rironkon symp. etc.). 
 
○その他 Others 
国内研究会 関連分野の集まりではできるだけ発表すること 
国内で開かれる国際研究会 関連分野の集まりではできるだけ発表すること 
海外で開かれる国際研究会 旅費次第なので横山と相談 
It is encouraged to give presentations at domestic 
and international meeting in _Japan_ when the main 
topic is related with one's own research. The attendance to 
international meetings in abroad is also encouraged but 
needs a discussion for the travel budget with TY. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
◎旅費援助 * Support for travel, registration, presentation cost 
＊研究室による援助 
○以下の(a)-(c)を考慮して援助方針を決める。 
  (a)推奨会：各研究会につき「推奨会」かどうかを横山が認定する。 
  (b)近距離：在来線日帰り圏内（およそ 100km）で開催されるもの 
  (c)発表有 
  ●「(a)を満たさない」つまり「推奨会」でないものには援助しない。 
  ●「(a)と(b)を両方満たす」つまり「推奨会で近距離」には(c)に関わらず援助する。 
  ●「(a)(c)を満たすが(b)を満たさない。」つまり 
    「推奨会だが近距離でない。発表有」には、年 2 回程度援助する。 
  ●「(a)を満たすが(b)(c)を満たさない。」つまり 
    「推奨会だが近距離でない。発表無」には、援助しない。 
 
・科研費をもっているひとは原則自前 
・行き先が研究所［例、宇宙研・国立天文台・ISEE］のときは 



先方が出してくれることが多いので頼んでみること。研究会も 
世話人が財源をもってることが多い。 
・旅費・宿泊費などは教員と同待遇で原則日当なし 
＊講座による援助 
・講座ルールで、院生ひとりあたり年に１回だけ旅費援助がある（上限額あり、学振特別研
究員はなし） 
＊専攻による援助 
＊その他団体による旅費援助 
・学会年会・研究会ごとの援助 
・天文学会早川基金 35 歳以下 ふつう交通費のみ 
  締切 3/10（4-6 月渡航）、6/10（7-9 月渡航）、9/10（10-12 月渡航）、12/10（1-3 月渡航） 
・天文学振興財団 資格制限なし 交通費のみ 
  締切 5/31（6 月以後渡航）、9/30（10 月以後渡航）、1/31（2 月以後渡航） 
・宇宙科学振興会 35 歳以下、1 回のみ、同一指導教員から 1 人、交通費のみ 
  締切 5/15（7-10 月出発）、9/15（11-2 月出発）、1/15（3-6 月出発） 
* support from Lab 
The policy for travel (etc.) support is determined by considering the 
following items: 
  (a) Attendance encouragement degree: determination is by TY 
  (b) Close Distance to the site: less than ~100 km 
  (c) Applicant's Presentation 
. If "(a) is negative", no support. 
. If "(a) and (b) are both positive", i.e., "Attendance is encouraged and not far", 
  support is given, irrespective of presentation. 
. If "(a)(c) are OK, but (b) is negative", i.e. "Attendance is encouraged, 
  give presentation but far", supports are given twice per year. 
. If "(a) is OK, but (b)(c) are negative", i.e. "Attendance is encouraged, 
  give no presentation and far", no support. 
. Persons who have their own research budget are NOT supported basically. 
. It is strongly recommended to apply the support by the meeting organizers. 
. The payment will be the same levels as the faculties. It includes no "nitto". 
* support from Group 
. There is a support once per a year. (Upper limit for payment. No support for  
  JSPS fellows.) 
* support from Department 
* support from others 



. ASJ Hayakawa Fund 

. Tenmongaku Shinko Zaidan (Fund for promotion of Astronomy) 

. Uchu-kagaku Shinko-kai (Society for Promotion of Space Science) 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
◎研究活動 
 
○セミナー Seminars 
【太陽天体プラズマセミナー（研究室セミナー）】 
＊開催条件：横山出席必須。加えて、横山以外の構成員の過半数参加。 
＊自分の研究進捗報告が原則 
＊上の学年から、氏名あいうえお順 
＊毎学期（SA）初回は、前学期と同じ曜日時間で開き、横山が担当する。週毎予定を議論す
る。 
＊横山以外は、毎学期 2 回発表。1 回はレビュー重視、1 回は自分の研究重視。 
【新着紹介セミナー】 
＊開催条件：全構成員（横山含）の過半数参加 
＊（原則）新着論文を 1 本ずつ紹介 
  ひとり 15 分を目安に 
  M1 最初の学期は免除可能 
＊横山以外は、毎学期 2 回発表。 
【新着閲覧】 
＊雑誌（記録 Excel ファイル参照）につき新着を確認する。 
＊休業中も開催する。 
【発表練習】 
＊ 修士論文発表会・博士論文提出審査会・博士審査会・各種研究会の準備として 
【太陽地球系物理コロキウム（複数研究室合同開催）】 
その他、輪講セミナー 
 
○個人議論 Discussion with TY 
修士は、毎週 2 時間 
博士は、隔週 2 時間 
PD は、月 2 時間 
議論内容のスライドを準備すること 
2 hours per a week for master-course students 
2 hours per two weeks for doctor-course students 



2 hours per a month for post-doctoral fellows 
Prepare slides of contents of the discussion. 
 
○入会が推奨される組織 Organizations 
年会費は自己負担（横山も） 
日本天文学会  年会費 学生 13000 円 
tennet （国内）天文学者メーリングリスト 
 
太陽研究者連絡会 
理論天文学宇宙物理学懇談会（論文 1 本出版が条件） 
日本地球惑星科学連合 年会費 学生 1000 円 
It is encouraged to become a member of the following organizations. 
The member fee is NOT supported. 
Astronomical Society of Japan (ASJ): 13,000 yen/yr for student member 
tennet: mailing list for domestic astronomical researchers, no charge, need ASJ membership 
 
Taiyo Kenkyusha Renrakukai (Solar Researchers Community): no charge 
Riron Kondankai (Theoretical Astronomical Community) 
Japan Geoscience Union (JpGU): 1000 yen/yr for student member 
 
○休暇 
＊⻑期休暇 Vacations 
以下の期間は研究室セミナー・個人議論を原則休みとする。 
理学部・理学系研究科休業に準ずる。 
ただし、学会発表練習と新着閲覧とは例外とする。 
As for the vacations schedule, 
we follow the calendar of "the School of Science, The University of Tokyo". 
During the vacations, the lab seminars, and the personal discussions with TY 
are all off. The exceptions are the practice seminar for the ASJ meetings and the  
new-publication seminars. 
＊祝日について Holidays 
セミナーは休み、個人議論は日程を調整して回数を減らさない 
The seminars are off on national holidays. 
The personal discussions with TY is also off, but should be 
re-scheduled to other day in the same week. 
 



◎修士論文関係スケジュール Master thesis schedule 
M2 12 月 31 日  論文 TY へ提出 
M2 1 月 題目他提出 
M2 1 月 論文提出 
M2 2 月 発表会（博士進学試験を兼ねる） 
注：9 月修了については 6 か月シフトする。 
M2 Dec. 31 thesis submission to TY 
M2 Jan. Title submission 
M2 Jan. thesis submission 
M2 Feb. Oral presentation. It is also regarded as an exam to the doctor course. 
Note: Shift 6 months for Sep. graduation. 
 
◎博士論文関係スケジュール Doctor thesis schedule 
Note: Shift 6 months for Sep. graduation. 
D3 10 月   題目他提出 
D3 10 月 31 日  論文 TY へ提出 
D3 11 月   提出審査会（予備審査） 
D3 12 月   論文提出 
D3 1 月    本審査 
注：9 月修了については 6 か月シフトする。 
D3 Oct. Title submission 
D3 Oct. 31 Title submission to TY 
D3 Nov. Pre-Defense talk for submission 
D3 Dec. thesis submission 
D3 Jan. Defense talk 
Note: Shift 6 months for Sep. graduation. 
 
○スパコンの利用 Super-computers 
国立天文台・JAXA 宇宙研 が応募可能。東大は研究室単位で横山が応募。 
Apply to NAOJ, JAXA, etc. Application to the UTokyo one is organized by TY. 
 
○運用当番 Tohban (duty observer) 
「ひので」衛星運用は、そのデータを使う人は「義務」。 
それ以外の人もできるだけ協力すること。 
It is a duty to engage in Hinode tohban for who 
uses the Hinode data. Other members are also 



encouraged to cooperate. 
 
○学振特別研究員応募関係 JSPS fellowship 
5 月初 PD・DC 特別研究員申込みしめきり 
Early May is the deadline for application. 
 
○研究者としての就職活動 Job search as a researcher 
博士課程になったら積極的に応募すること 
Applications are encouraged when one is in the doctor course. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
◎その他 
 
○雑用 Other jobs 
庶務係を置く。原則 D1 が担当。 
One (or two) of the Lab members (in principle, one of D1 students) 
is assigned as a "shomu-kakari" in charge of the Lab's "general affairs". 
研究室共有コンピュータ関連の管理補助（管理責任者は横山） 
研究室ウェブ管理 庶務係が担当 
講座が開催にかかわる研究会の手伝い 
オープンキャンパス 8 月 
大学院受験生向ガイダンスの手伝い（ウェブページ原稿や講演など） 
後輩の面倒見 
Administration support for the shared computer hosts.  (Main administrator is TY.) 
Administration of Lab's web site 
Support for the meetings organized by the Lab. 
Support for the Open campus in August 
Support for the guidance of the graduate admissions 
Support of other Lab. members, especially younger ones 
 
◎文房具 * Items 
秘書室（801 号室）からもっていく。 
Papers, notebooks, pens etc. at the secretary room, 801. 
 
◎備品・消耗品などの購入 * Purchase of items 
横山に相談すること。経済状況（科研費・運営費）に応じて相談にのる 



Ask TY. Depend on the budget situation. 
 
◎横山の予定立て方優先順位（あくまで原則） 
* Scheduling of TY (Note that this is "in principle".) 
(1)天文学会年会・地惑連合大会 
(2)講義（4 年演習・太陽天体プラズマセミナー含む） 
(3)研究会 
(4)各種打合せ（専攻委員会など） 
(5)新着セミナー（報告・閲覧） 
(6)院生との議論（可能な限り回数は減らさないよう日程調整で対応） 
(1) ASJ, JpGU meetings 
(2) Lectures (including the bachelor-thesis discussion, SAP seminars) 
(3) Science Meetings 
(4) Administrative Meetings 
(5) New-publication seminars 
(6) Personal discussion with students  
   (Although the pace is fixed, there is frequent re-scheduling.) 
 
◎外部講師によるセミナー 
東京大学所属（専任・併任）でない人をこちらで求めてセミナーに呼んだ場合、謝金を出す。 
金額は、東京大学謝金基準単価表に依る。 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
◎必読文献 * Recommended Readings 
 
○全員（上から順に優先度高） 
・力学・電磁気学・振動波動・流体力学・熱力学・特殊相対論・データ誤差解析は 
  特に推奨文献はないが、しっかり身につけておくこと 
・データ解析  
・坂下・池内 1996 宇宙流体力学 第 1-7 章 
・加藤正二 1989, 天体物理学基礎理論 第 1-20 章 
・寺澤敏夫ほか（1996）「地球連続体力学」岩波書店 岩波講座地球惑星科学 6 第 3 章 
・Priest, 1982, Solar Magnetohydrdynamics, Chaps. 2--7, 9 
・Priest, Forbes, 2000, Magnetic Reconnection, Chaps. 1, 4 
・Sturrock, 1994, Plasma Physics Chaps. 11-17 



・Rybicki & Lightman, 1979, Radiative Processes in Astrophysics,  Chaps. 1-7 
・Tajima & Shibata, 1997, Plasma Astrophysics, Chaps. 1, 3, 4 
・柴田ほか 1999, 活動する宇宙 全章 
 
○太陽の研究をするひと 
・Stix 2002, The Sun 全章 
・Priest, 1982, 上記の残り全部 
・Aschwanden, Physics of the solar corona Chaps. 1-10, 16-17 
・柴田・大山 写真集太陽 
・平山 太陽 
・シリーズ現代の天文学第 10 巻 太陽 
○太陽フレアを研究する人 
・Tandberg-Hanssen & Emslie 1988 全部 
○太陽フィラメントを研究する人 
・Tandberg-Hanssen 1995 全部 
○太陽コロナ加熱を研究する人 
 
○シミュレーションするひと 
・藤井孝藏 1994 流体力学の数値計算法 1-7.2, 8 章 
○可視光観測する人 
・*D. F. Gary, 2005, Stellar Photospheres 
○Halpha 観測する人 
・*Zirin, 1988, Astrophysics of the Sun 
○EUV 観測する人 
・PFL 
・Rybicki & Lightman, 1979, Chaps. 9,10 
・*Mariska, 1992, The Solar Transition Region 
○非熱（硬 X 線・マイクロ波）観測する人 
・*Aschwanden, Physics of the solar corona Chap. 11-15 
・Sturrock, 1994, Plasma Physics Chaps. 1-10, 18,19 
 
o for all the members 
. Books on Dynamics, Electromagnetic dynamics, Oscillation & waves,  
  Fluid dynamics, Thermodynamics, Special relativity, Data error handling. 
  No particular books are listed here, but one should learn all of above. 
. Sakashita, Ikeuchi, 1996, Uchu-ryutai-rikigaku (Astronomical Fluid Dynamics) Chap.1-7  



. Kato, 1989, Tentai-Butsurigaku Kiso-riron (Basic theories for Astrophysics), Chap. 1-20 

. Terasawa et al., 1996, Chikyu Renzokutai-rikigaku (Terrestrial fluid and solid dynamics) 
Chap. 3 
. Priest, 1982, Solar Magnetohydrdynamics, Chaps. 2--7, 9 
. Priest, Forbes, 2000, Magnetic Reconnection, Chaps. 1, 4 
. Sturrock, 1994, Plasma Physics Chaps. 11-17 
. Rybicki & Lightman, 1979, Radiative Processes in Astrophysics,  Chaps. 1-7 
. Tajima & Shibata, 1997, Plasma Astrophysics, Chaps. 1, 3, 4 
. Shibata et al., 1999, Katsudo-suru Uchu (Active Universe) 
o for solar researchers 
. Stix 2002, The Sun 
. Priest, 1982, remained chapters 
. Aschwanden, Physics of the solar corona Chaps. 1-10, 16-17 
. Shibata et al., Pictures of the Sun 
. Hirayama, Taiyo 
o for solar flare researchers 
. Tandberg-Hanssen & Emslie 1988  
o for solar filament researchers 
. Tandberg-Hanssen 1995  
o for solar coronal heating researchers 
 
o for simulation researchers 
. Fujii, 1994, Ryutai-rikigaku no Suchi-keisanho (Numerical methods of fluid dynamic) Chap. 
1-7.2, 8 
o for optical observers 
. *D. F. Gary, 2005, Stellar Photospheres 
o for Halpha observers 
. *Zirin, 1988, Astrophysics of the Sun 
o for EUV observers 
. PFL 
. Rybicki & Lightman, 1979, Chaps. 9,10 
. *Mariska, 1992, The Solar Transition Region 
o for non-thermal researchers 
. *Aschwanden, Physics of the solar corona Chap. 11-15 
. Sturrock, 1994, Plasma Physics Chaps. 1-10, 18,19 


