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Here, introduced is how to use TEX style file for getting

knowledge of writing a manuscript on TEX to publish in

Radiaiton Chemistry. In this topic, let us use the TEX style

files and do TEX by ourselves.
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本連載記事では，日本放射線化学会会誌「放射線化学」

向けの原稿執筆に必要な TEX の知識が習得できるよう

に，TEXのインストールや原稿作成の方法について解説

します．連載第 2回は本学会誌向けのテンプレート（ス

タイルファイル）を利用して原稿を作成する方法です．

1 前回までの TEX入門

連載第 1 回1) では，TEX 関連ソフトウェアのインス

トール方法と，TEX を利用して実際に原稿を作成する

までを解説しました．説明が足りないと感じる読者は，

学会誌のWebサイトに簡易マニュアル2, 3)をご参照くだ

さい．

今回は，第 1回で解説した TEX本体のインストール，

テンプレートファイルのダウンロード，サンプル文のコ

ンパイル，閲覧，PDFファイルの作成まで完了している

ことを前提にすすめていきます．

Introduction to TEX, part II, “How to use it.”
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2 スタイルファイルを用いた原稿執筆

本会では学会誌版組のために TEX 用テンプレートを

配布しています．テンプレートは 2種類の zip圧縮ファ

イル（RCtopics.zip，RCnews.zip）にまとめられており，

それぞれ，

1. 巻頭言，展望・解説，とぴっくす，利用紹介，受

賞記事，特集記事，連載記事

2. ニュース，会員のページ，寄稿，海外レポート，

ティータイム，お知らせ，書評

の類型での執筆に利用します．対応するテンプレート

（以下，とぴっくす用，および，ニュース用）をダウン

ロード後，適当なフォルダに展開して使用します．

2.1 とぴっくす用テンプレート

ダウンロードしたRCtopics_****.zip（****は日付）を

解凍すると，いくつかのファイルが展開されます．この

うち，原稿執筆者自身で修正するのは

• info.tex（著者情報や論文概要）
• text.tex（論文の本体）

• bib.tex（文献リスト）
• RCtypeset.tex（TEXでのコンパイルに使用）

• table**.tex（表を使用する場合で「**」は連番）

です．これらファイルは編集工程で共有されますので，

各ファイル名は変更せずに利用します．また，拡張子が

「sty」と「cls」のファイルは TEXがコンパイル時に利用

するファイルで編集厳禁です．なお，figsフォルダには

表のサンプルと図のサンプルが入っています．

「info.tex」に著者情報などを追加修正した後，後述

する記号や数式などの記述ルールに従い「text.tex」と

「bib.tex」に原稿を打ち込んでいきます．仕上がり具合を
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確認するには，「RCtypeset.tex」を TEXでコンパイルし

て版組します．RCtypeset.tex 中では以下の項目を必要

に応じて修正します．

• \documentclass[a4paper,twoside,10pt(, eps)]...
図や写真のファイル拡張子がEPSの場合，上記に

ならい「, eps」を追加入力します．（PDF の場合

は不要）

• \RCinput[類型][0.46]info.tex[ファイル名]

最初のカギ括弧「[ ]」の類型部分に記事タイプ名

を入力すると対応したレイアウトに版組みされま

す．2番目の数字（上例では 0.46）はタイトルを

表示する横幅を指定します．タイトルが 2行にわ

たる時に版組み横幅の相対値（0.2から 1.0）を指

定します．最後のカギ括弧（ファイル名）は「巻

頭言」用の写真ファイル名を入力します．（その

他の記事では無視されます）

2.2 ニュース用テンプレート

ダウンロードしたRCnews_****.zip（****は日付）を

解凍すると，いくつかのファイルが展開されます．前述

RCtopics.zip との違いは bib.tex が入っていないことで

す．修正ポイントはとぴっくす用に準じます．

3 本文の書き方

原稿執筆にあたっては，基本的には通常のワープロと

同様に打ち込んでいきます．ここでは TEX の特徴であ

る数式表現など例外的要素についてポイントを解説し

ます．

3.1 使用して良い文字，記号

本文（text.tex）中では，

• 数字・アルファベット（ギリシア文字やローマ数
字含）は半角英数文字を使用

• 読点・句点は「，」（全角カンマ）と「．」（全角ピ

リオド）を使用

• 括弧「（）」は，和文中は全角，英文中は半角を使用

を厳守します．原稿を投稿する前にエディタの検索・置

換機能を利用して最終チェックすると便利でしょう．

また，TEXでは使用頻度の高い記号を表現するために

専用のコマンド（命令）を使うことができます．例えば，

• % −→ \%

• °−→ \textdegree，例えば100˜\textdegree{C}
• シングルコーテーション ‘abc’

前のコーテーションは半角の「‘」（日本語キー

ボードなら Shiftを押しながら「@」キー），後ろ

のコーテーションは半角の「’」（同 Shiftを押し

ながら「7」キー）

• ダブルコーテーション “abc”

シングルコーテーションをそれぞれ 2つずつ入力

する．（半角の「”」，あるいは全角の「”」は使わ

ない）

また，修飾体の一つ，イタリックは\textit{abc}によ

り，abcと表示されます．なお，ギリシア文字は後述の

数式モードを利用して表示します．

3.2 数式

数式は数式モード内で記述します．数式モードは，文

章行内に表示する方法（インテキスト）と別行立てに表

示する方法（ディスプレイ）がありますが，どちらの場

合も数式の表示ルールは共通です．

インテキストモードでは「$」2つで式をはさみます．

例えば，$xˆ{2}+y_{3}=1$とすると，x2 + y3 = 1 とな

ります．また，ディスプレイモードでは equation 環境

（式番号が不要な場合は equation*環境）を使います．例

えば，

\begin{equation}

xˆ{3} + yˆ{3} = zˆ{3}

\end{equation}

と入力すると，
x3 + y3 = z3 (1)

と表示されます．

ギリシャ文字はいずれかの数式モード内で出力するこ

とができます．本文行内のインラインモードでは，

• α −→ $\alpha$
• β −→ $\beta$
• γ −→ $\gamma$
• μ −→ $\mu$
• λ −→ $\lambda$

のようになり，例えば，100 μm は 100˜$\mu$mと入力

します（チルダ ˜の効用は後述）．

なお，数式モードで使用する他の命令は参考文献3, 4) や

http://hooktail.org/computer/index.php?TeXの「よく使う

数式」や「LaTeX表現集」等をご参照ください．
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3.3 改行と空白

TEXで改行（段落を分割）するためには改行コードを

連続して 2回以上入力します（改行 1回は半角空白入力

と同じ効果，3回以上は無視されます）．また，改行後，

文頭の字下げ（インデント）は自動で行われます．

単語間の空白挿入は半角スペースを使用します．な

お，空白調整は最も見栄えがよい形に TEXが自動的に行

います（連続 2 個目以降のスペースは無視される）．た

だし，どうしても空白をたくさん入れたい場合は，必要

に応じてチルダ（˜）を複数入力します．また，単位の前

にはチルダ（˜，改行をしない半角空白を入れる命令）を

一つ挿入することにより数値と単位の間で改行されるこ

とがなくなります．和文の中でも「第 23回」は「第 23˜

回」，「β線」は「β˜線」としておくと，それぞれ，「回」

と「線」の前で改行されることがなくなります．文末で

ないピリオド（例えば文中に現れる et al.や etc.）では，

ピリオドのあとに「\�（「�」は半角空白）」を挿入しま
す．（例：et al.\�や etc.\�）これにより TEX が文

末か単語間かの区別をつけることができます．

3.4 見出し

本会誌の見出しは「節（section）」，「項（subsection）」，

「目（subsubsection）」に従っています．連番の割り付け

を含むこれらの見出し出力処理は，通常のワープロとは

違い，適切なコマンド記号を用いて版組み時に TEX に

より自動的に行われます．つまり，執筆中に修正をくわ

える毎にいちいち番号を数え直して打ち込む必要が無く

なり，論理構成の構築に集中することができます．例え

ば，本文ファイル text.tex内において，

\section{はじめに}

\section{実験}

\subsection{試料}

\subsubsection{薬品}

と入力すると，「1　実験」，「2　実験」，「2.1　試料」が

センタリングで表示され，「2.1.1　薬品」が左寄せで表

示されます．

3.5 参考文献

参考文献は bib.tex ファイルにまとめて記述します．

編集委員会規定の「原稿の書き方」に従い，リストの書

式は Elsevier 社の「Nuclear Instruments and Methods in

Physics Research Section A」誌を参考にします．詳細は

bib.tex内の説明や，投稿規定と一緒にダウンロードする

「放射線化学_原稿の書き方.doc」をご覧下さい．

4 図・スキーム・写真・表

4.1 図・スキーム・写真の作り方

TEX で使用する画像ファイル形式の初期設定は PDF

です．TEX に慣れている方などは EPS 形式を使用する

ことも可能です（他の形式は現時点で未対応）．その際

は 2.1 項で説明したように RCtypeset.tex に EPS オプ

ションを追加します．

PDFファイルを作成するためには，Adobe Acrobatソ

フトウェアの場合は Distiller もしくは Adobe PDF を利

用して PDF 形式で保存します．Adobe Illustrator や同

Photoshop の場合は直接 PDF 形式で保存出来ます．な

お，図を保存するときの解像度は 300 dpi程度に設定す

ると見栄えのよい結果が得られます．

PDFのバージョンが問題になる場合� �
PDF形式を利用する際の注意点として PDFのバー

ジョンの整合性があります．図を貼り込んで版組み

し，最終的に PDF 形式の原稿を作成する際，読み

込んだ PDF ファイルのバージョンが新しすぎると

「PDF version of input file more recent than in putput

file.」というエラーメッセージが表示される場合が

あります．例えば，Illustrator 等で保存するときに

最新バージョンの形式を選ぶと発生します．その場

合は，

• 読み込む図のバージョンを PDF 1.4 にする

（Illustrator等のソフトでは保存時にバージョ

ンを選べます）

• WinShell3 の場合は設定で PDFLaTeX のコ

マンドラインを「-V 7 “%s.dvi”」とする．

• TeXShop（Macintosh版）の場合は，TEXで

PDF 版組原稿を作成するためのプログラム

「dvipdfmx」をターミナル上で「dvipdfmx -V

7 RCtypeset.dvi」と別途に実行する．

• Adobe Acrobatの場合は，DVI から PDF へ

の変換に「dvipdfmx」ではなく「dvips」で PS

ファイルを生成した後，Adobe Distiller で

PDFファイルに変換する．

といった解決方法があります．これらの他，

http://oku.edu.mie-u.ac.jp/tex/mod/forum

/discuss.php?d=564

の解決方法も参考になります．
� �
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4.2 表の作り方

表を表示するためには，所定のルールにより個別テキ

ストファイル内に記述し，作成したファイルを後述の方

法に従い TEX でコンパイルする際に読み込んで版組み

します．

なお，Excelで作成した表を TEX形式に変換するマク

ロが

http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/writing

/se091052.html

からダウンロードできます．ダウンロードしたファイル

にマニュアルが含まれており，参考になります．注意点

として，本マクロを使用するとキャプションが表の下に

出てしまいます．修正方法が

http://written.4403.biz/archives/2008/07

/excel2latex-2.html

にありますので，Excel2LaTeXを使用する場合に利用で

きます．

4.3 図，スキーム・写真・表の表示

本文（text.tex）中で図を表示したい箇所に，

\RCputfigure[htb]{fig1}{図 1のキャプション}

と記述する（注：ファイル拡張子は省略）と，そこに近

い適切な場所に画像ファイル fig1.pdf が挿入されます．

[htb]は，それぞれ，「here」，「top」，「bottom」の頭文字

で，これを入れ替えることで図を挿入する場所の優先順

位を選ぶことが出来ます．反応式等のスキームや写真，

表のファイルも同様に

\RCputscheme[htb]{ファイル名}{キャプション}

\RCputphoto[htb]{ファイル名}{キャプション}

\RCputtable[htb]{ファイル名}{キャプション}

と入力します．

図やスキームを 1段抜き（版組み幅）で大きく表示さ

せたい場合は，

\RCputfiguredbl[tb]{ファイル名}{キャプション}

\RCputschemedbl[tb]{ファイル名}{キャプション}

\RCputphotodbl[tb]{ファイル名}{キャプション}

\RCputtabledbl[tb]{ファイル名}{キャプション}

と入力します．

1 段組，2 段組で表示できる図の最大の大きさはスタ

イルファイルで決まっていますので，DVI や PDF の版

組み結果を見ながら図中の文字は適切なサイズにしま

す．また，図中の文字は，機種依存を回避するため，保

存する際にアウトライン化するか，埋め込み処理を行う

と良好な結果が得られます．

4.4 ニュース用テンプレートでの図などの挿入

ニュース原稿（RCnews.zip）は，展望・解説やとぴっ

くすとは異なるコマンドで図やスキーム，表を挿入しま

す．大きな点として，1段抜きでの挿入は出来ません．

書式は「\RCfix ○○○{ファイル名}{キャプション

}」となります．○○○には以下の 4 つの類型が対応し

ます．

• 図：\RCfixfig，\RCfixfig*

• スキーム：\RCfixsch，\RCfixsch*
• 写真：\RCfixpht，\RCfixpht*

• 表：\RCfixtbl，\RCfixtbl*

また，アスタリスク「*」付きのコマンドを使うと，番

号が省略されます．なお，本コマンドでは，TEXによる

挿入位置の自動調節機能は働きません（記述場所にその

まま表示されます）．

5 図番号や文献番号などの参照

TEXでは，図や文献，式に「個別ラベル」を設定して，

そのラベルを本文中で指定することによって（個別の数

字を意識せずに）参照することが出来ます．例えば，図 1

と図 2の間に新しい図を差し込んでも，図 2以降の図番

号は自動的に振り直され，参照番号も同様に修正されま

す．具体的に本スタイルファイルでは，

• 図や表等\RCput***や\RCfig***を使用すると

個々の参照用ラベルは「Oka:ファイル名」と自動

設定されます．

• 数式の場合
\end{equation}の前の行に「\label{Oka:好きな名

前}」と著者自身で参照用ラベルを記述します．

• 参考文献の場合
\bibitem{Oka:好きな名前}で同様に参照用ラベル

を記述します．

これらを参照する場合には，

• 参考文献：「報告した\cite{Oka:好きな名前}．」

• 式：「式˜\ref{Oka:好きな名前}によると，」
• その他：「図˜\ref{Oka:ファイル名}に示す．」

と記述します．
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6 おわりに

連載第 2回は実際のテンプレート（スタイルファイル）

を利用して TEX で原稿執筆のしかたを解説しました．

第 1回で説明した設定が適切になされており，本記事に

沿って原稿を作成すれば，ファイルをコンパイルして閲

覧できるはずです．どうしてもうまくいかない場合は，

rc.texhelp@gmail.comまでご相談ください．なお，次号

以降ではこれまで解説しきれなかったトピック（TEXを

使った他誌への投稿など）についてとりあげたいと考え

ています．
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