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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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1 はじめに

本連載では，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の知識を習得するため，
TEXのインストールや原稿作成の方法について解説し
てきました1, 2)．連載第 3回は TEXを使った他誌への
投稿の方法および最新の TEXの環境（ソフトウエア）
について解説します．
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た読者は，学
会誌Webサイトの簡易マニュアル3,4)をご参照くださ
い．また，第 2回2) では，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
法を解説しました．今回は，日本放射線化学会の会員
の方々に馴染みの深い（投稿先として検討される）論
文誌をいくつかピックアップし，スタイルファイルを
使い方を解説します．なお，第 1回で解説した TEX本
体のインストール，TEXのソースファイルのコンパイ
ル，閲覧，PDFファイルの作成まで完了していること
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を前提にすすめていきます．

2 他誌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．他の論文誌や学術誌も本会と同じ
ような TEX用テンプレートを配布しており，それを使
うことで実際に出版されるイメージに近い原稿の作成
が出来ます．そのため，

1. 図表の大きさがイメージできる（1段組と 2段
組どちらで表示する方が良いか）

2. 論文の分量が一目でわかる（文字数と図表の数
から見積もる必要がない）

など，原稿執筆において執筆者の負担を低減すること
が可能です．
なお，各論文誌のスタイルファイルをTEXが適切に
読み込めるように，ダウンロードしたファイルを texmf

フォルダ*3に展開した後，mktexlsrあるいは texhashを
実行して，追加したスタイルファイルがコンピュータ
内のどこにあるのかを予め調べデータベースを作って
おきます．

2.1 Elsevierの論文誌

最 初 に 本 会 と 関 連 が 深 い Radiation Physics

and Chemistry や Nuclear Insturments and Meth-

ods を取り上げます．Elsevier のホームページ

*3 Windows なら TEX 本体をインストールしたフォルダ，例え
ば
C:¥usr¥local¥share¥texmf¥tex¥platex
C:¥w32tex¥share¥texmf¥tex¥platex
C:¥texlive¥2012¥texmf¥tex¥platex

に，Macなら TEX本体の中の texmfもしくは/Users以下の自
分のアカウントのフォルダに texmf/tex/platex を作成する．



岡壽崇,伊藤賢志

http://www.elsevier.com/author-schemas/preparing-

documents-with-latex と，そのページのリンク先
に TEX での投稿の方法が解説してあります．
http://www.elsevier.com/author-schemas/the-elsarticle-

latex-document-classの中の
http://cdn.elsevier.com/assets/file/0008/109358/elsarticle.zip

から Elsevier のスタイルファイル（クラスファイル）
をダウンロードします．インストールの詳細は展開し
たフォルダの中にある elsdoc.pdfをご覧下さい．

2.1.1 Radiation Physics and Chemistry

論文は 2段組であり，文献の引用は「(執筆者,年号)」
で表すため，TEXのプリアンブル（\documentclassか
ら\begin{document}の間）の 1行目は，
\documentclass[5p,authoryear]{elsarticle}

（投稿時は [preprint,authoryear,12pt]{elsarticle}）
とします．
画像の読み込みは，
\begin{figure}[htbp]

\begin{center}

\includegraphics{Fig1.eps}

\caption{Caption of the figure 1.}

\label{fig1}（好きな名前をつける）
\end{center}

\end{figure}

で行います．引用は Fig.˜\ref{fig1}とします．
また，参考文献は文末の thebibliography環境の中に，
\bibitem[Smith et al., 2013]{Smith2013}

Smith, J., Doe, J., Public, J.Q., 2013, Title of the manu-

script of Smith, Phys. Rev. Lett., 100, 123456.

としておくと，\citep{Smith2013}で引用した場合，引
用箇所に数字ではなく「(Smith et al., 2013)」が挿入さ
れます．

2.1.2 Nuclear Instruments and Methods

基本は Radiation Physics and Chemistry (RPC)と同じ
です．異なる点は，引用が数字であることです．その
ため，プリアンブルの 1行目を
\documentclass[5p]{elsarticle}

（投稿時は [preprint,12pt]{elsarticle}）
とし，さらに，
\biboptions{sort&compress}

で複数の引用の表記を [1,2,3] から [1–3] に変更しま
す．参考文献の書き方も異なりますのでご注意くだ
さい．
画像の読み込み方法は RPCと同じです．

2.2 アメリカ化学会の論文誌

本会と関連が深い雑誌は Journal of American

Chemical Society，Journal of Physical Chemistry，
Macromoleculesなどが挙げられます．アメリカ化学会
の提供しているスタイルファイル（クラスファイル）
を用いると，冒頭のオプションで雑誌を指定すること
で自動的にレイアウトが変更されます．
http://pubs.acs.org/page/4authors/submission/tex.html

から，achemso style package（ZIP ファイル）や
instructions and sample files（ZIPファイル），あるいは
support package（ZIP ファイル）をダウンロードし，
ホームディレクトリに展開します．
プリアンブルの 1行目を
\documentclass[journal=****,manuscript=article]{achemso}

とします．****を変更することにより目的の論文誌に
設定出来ます．例えば，

• J. Am. Chem. Soc.は jacsat

• Macromoleculesは mamobx

などです．[ ]の中に layout=twocolumnを書くと 2段
組になります．詳細は展開したフォルダ内にあるマ
ニュアルをご覧下さい．
画像の読み込み方法は RPC と同じです．図を引用
する場合は\ref{fig1}とします．図番号の前の「Figure」
という単語は自動的に挿入されます．
参考文献については，Endnoteを始めとする文献管
理ソフトで Bibtex形式（拡張子 bib）に保存した文献
リストを用意し，文末に\bibliography{bunken.bib}と指
定するとアメリカ化学会の形式で自動的に挿入されま
す．achemso.bstというファイルを TEX のソースと同
じフォルダに入れておくことを忘れないでください．

2.3 アメリカ物理学会，米国物理学協会の論文誌

アメリカ物理学会（American Physical Society, APS）
の Physical Reviewシリーズや，米国物理学協会（Amer-
ican Institute of Physics, AIP）の Applied Physics Letters

や Journal of Applied Physicsなどがこれに相当します．
http://publish.aps.org/revtex/から revtex4-1.zipをダウ
ンロードしてホームディレクトリに展開します．さら
に，その中にある revtex4-1-tds.zipを展開します．
APS に投稿する際のプリアンブルの 1 行目は
\documentclass[aps,prl,preprint]{revtex4-1}で す ．一
方，AIPに投稿する際は，[ ]内の apsを aipに変更し
ます．雑誌名はオプション（Phys. Rev. Lett.なら prl，
Appl. Phys. Lett.なら apl，J. Appl. Phys.なら japなど）
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で明記します．preprintオプションによって投稿用の
フォーマット（フォントサイズ 12pt，ダブルスペー
ス，1段組）になります．これを reprintにすると，印
刷時のフォーマットに近いレイアウトになります．レ
ター系の雑誌では最大ページ数の制限が厳しいので，
このオプションによって大体の刷り上がりイメージを
フォローしながら校正すると便利です．詳細は展開し
たフォルダ内のマニュアルをご覧下さい．
画像の読み込み方法は RPC と同じです．図の引用

は Fig.˜\ref{fig1}です．

2.4 科研費 LATEX

論文執筆に先立って研究費の獲得は重要です．日本
学術振興会と文部科学省が公募する科学研究費の申請
書類を TEX を使って作成するためのスタイルファイ
ルが以下のサイトから頒布されています．
http://osksn2.hep.sci.osaka-u.ac.jp/%7Etaku/kakenhiLaTeX/

本スタイルファイルを利用すると，数式や記号，箇条
書きなどを楽に美しく書くことができるとともに，編
集をしていて枠がずれることもなく，申請額の計算も
単価を記載するだけで，予算小計から，項目・年度別
のまとめまで全て自動的に行われます．本連載でも指
摘のとおり，TEX の長所を活用することができます．
これにより，Word のテンプレートに比べて申請書の
作成段階で内容に集中することができ，研究費獲得の
確率も上がるかもしれません．

2.5 その他

これまで紹介した他にもいくつか論文誌をリスト
アップしますので，当該誌に投稿する際は参考にして
みてください．

• Science
http://www.sciencemag.org/site/feature/contribinfo

/prep/TeX_help/

• Japanese Journal of Applied Physics
http://jjap.jsap.jp/authors/

• Applied Physics Express
http://apex.jsap.jp/authors/

• Journal of the Physical Society of Japan
http://jpsj.ipap.jp/authors/

• 化学系論文誌
http://homepage3.nifty.com/xymtex/fujitas2

/chemist2/index.html

3 最新の TEX環境

第 1 回で TEX のインストールについて解説しまし
た．TEXも他のソフトウェアと同様に，機能を拡張し
たり，不具合を解消するために定期的にアップデート
されています．今回紹介したスタイルファイルも，そ
の時点での最新の TEXを想定して作成されています．
よって，これらスタイルファイルを問題なく利用する
ためには，インストールされている TEXを最新の状態
に保っておくことが重要です*4．
現在配布されている TEXの最新版は，teTEX3の後
継である「TEX Live」をベースにしたパッケージにな
ります．TEX Live は第 1 回で解説した後に大幅な改
訂がなされており，2012 年版では別途開発されてき
た日本語処理環境が網羅，一本化されました*5．また，
インストールとその後のアップデートはネット経由で
行うことができ，メンテナンス性に優れています．
最新版への移行は，基本的には TEX をインストー
ルしなおして古いファイルを更新することにより行い
ます．手間はかかりますが，古いバージョンをアンイ
ンストールした後，再度インストールするのが確実で
しょう．以下にインストールに関する情報をまとめて
おきます．

■Windows版
TEX Wiki (http://oku.edu.mie-u.ac.jp/%7Eokumura/texwiki/)

からリンクされている，
http://oku.edu.mie-u.ac.jp/%7Eokumura/texwiki/?TeX%20Live#r2315cab

のミラーサイトの一つから “install-tl.zip” をダウン
ロードして適当な作業ホルダに展開します．“install-
tl.bat” をダブルクリックするとインストーラが起動
しますので，指示に従いインストールを進めます．
インストール後，“TEX Live 20XX(XX:最新版西暦)”
がプログラムホルダに登録されますので，その中の
“TeXworks”を使って作業を行います．

■(Mac) OS X版
TEX Liveをベースにした Apple PC向けのパッケージ
MacTEXが公開されています．
http://www.clas.kitasato-u.ac.jp/%7Efujiwara/MacTeX/

に解説があります*6．

*4 本会誌用スタイルファイルは，可能な限り第 1回の時点での
最新版に適合するようにしています．

*5 pTEX/pLATEXに加えて, e-pTeX, upTeX, e-upTeX, LuaTeX-jaが
収録され，SyncTeXにも対応しています．

*6 第 1回で紹介した小川版 pTEXは，Mac OS X 10.7 (Lion) ま
での対応版が http://www2.kumagaku.ac.jp/teacher/herogw/ で
公開されています．
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■サポート情報
TEXによる作業を行うために，
TeXworks:

http://oku.edu.mie-u.ac.jp/%7Eokumura/texwiki/?TeXworks

TeXShop (MacTEXに付属):
http://oku.edu.mie-u.ac.jp/%7Eokumura/texwiki/?TeXShop

が利用できます．TEX Live と連携させるためのスク
リプト (バッチファイル)を学会の Web サイト5) から
配布しています．
また，上述のとおり TEX Liveはネット経由で最新

版への更新が可能です．外部ネットに接続した上でコ
マンドプロンプト (Windows環境の DOS窓)やターミ
ナル (OS X環境)上で，
Windows:

tlmgr update --self --all

OS X(パスワードが必要):
sudo tlmgr update --self --all

を入力して更新します．

4 おわりに

第 3 回は様々な論文誌のテンプレート（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．また，サポー
ト情報を学会の Web サイト5) に掲載しますので，う
まくいかないときはそちらもご参照ください．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．今回で連載は終了しますが，今後
も不定期に TEX についての紹介をしたいと考えてい
ます．
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