
1 LATEX入門

1.1 LATEXとは

TEX D.E. Knuth の作った科学技術用 DTP ソフト

LATEX L. Lamport の作った TEXのマクロパッケージ集。

TEXを使いやすくしたもの。

LATEX2ε その改訂版。2ε は、正式の Ver. 3 の手前の意味。

pLATEX アスキー社が日本語化したもの。

jLATEX NTT が日本語化したもの。

AMS–LATEX アメリカ数学会の作った数式記述力の高い LATEX。

TEXの特色

• 出力結果が美しい。活版印刷に匹敵するものを目指して作られた。

• 定理などの自動的な番号付け。定理、式などの番号の引用、参考文献の引用が簡単になる。

• 目次、索引が自動的に生成できる。

• 活字職人に頼っていた印字調整、ligature (合字)、 kerning (カーニング、字詰め)、自動ハイフ

ネーションなど、を行う。

• 大部の本を丸ごと一冊書くために必要なコマンドがそろっている。

1.2 TEXファイル作成からプリントアウトまでの作業手順

1. TEXファイルを作る。 エディタ (mule)で LATEXの文法に従ってテキストファイルを作る。拡

張子は .tex とする。これを tex ファイルと呼ぶ。

2. TeX ファイルを TEXにかける。つまり、TeXファイルから DVIファイルを作る。DVI とは、

画像ファイルのひとつの規格である。それにはUNIX の kterm 上で次のように jlatex のソフト

を実行する。

> jlatex TeXファイル名

( ここで > はプロンプトを表わすのでこれは入力しないこと。 )

3. ここで文法的な誤りがあると、その場所を示して ? と表示して止まるので、x または q と入力

して TeX を止める。（ここで h と打てばヘルプメッセージが出る。） mule に戻って、誤りを見

つけて直し、そのテキストをセーブして、ふたたび TeX にかける。これを誤りがなくなって成

功するまで繰り返す。
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4. TEXに通すことに成功すると、同じファイル名で拡張子が .dvi , .aux , .log の３つのファイル

ができる。この中で dvi という拡張子を持つ DVI ファイルに、印刷内容の画像データが収めら

れている。

(a)この内容をディスプレイに表示するには

> xdvi DVIファイル名

(b) この内容を印刷するには

> dvi2ps DVIファイル名 | lpr -Pプリンタ名

これは dvi2ps により dvi ファイルを postscript ファイルという画像ファイルに変換して、そ

の得られた postscript ファイルを指定したプリンタで印刷する、という操作である。

dvi2ps で使えるオプション指定

dvi2ps -f num 開始ページを numページにする

-t num 終了ページを numページにする

-r ページ逆順に出力する

1.3 LATEXの全体の形と構成要素

• LATEXの基本的な形は次のとおりである。

\documentclass{jarticle}

プリアンブル % いろいろな設定をここに書く。

\begin{document}

本文 % ここに書かれたものが文書の本文である。

\end{document}

冒頭の\documentclass{jarticle}は、文書のスタイルとして jarticle を指定するという意味

である。日本語のスタイルとして、小さいもの向きの jarticle から、jreport, jbook がある。

jreport, jbook は章 (Chapter)のレベルから指定する必要があるので、とりあえずは jarticle を

使っておくのがよい。英文のスタイルとして article, report, book がある。

• LATEXの構成要素。 LATEXは、コマンドと環境設定によってどのような形で文書を表示する

かを指定する。コマンドの形は \コマンド名 で、それが宣言された位置から以降のすべてで有

効になる。たとえば、\it は字体をイタリックにするコマンドであるが、\it と記すとそれ以

降の文字がすべてイタリックになる。ここで、{\it } とすれば中カッコでくくられた中

だけでコマンドが有効で、その中だけイタリックになる。コマンドに続けて中カッコの中に、

そのコマンドのオプションを指定する場合も多い。たとえば、\section{LaTeX入門}は自動

番号付けされた節とその表題を出力するが、ここで{LaTeX入門} のオプションは出力される
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表題になる。

環境設定は

\begin{環境名} \end{環境名}

のように環境名を指定して \begin \end でくくる形に書く。たとえば、箇条書きを行うに

は \begin{itemize} \end{itemize}とくくると、その間で箇条書きを使える。本文全体を

くくる \begin{document} \end{document} もひとつの環境である。

[入力例] equation 環境の利用の例。

\begin{equation}

x^{2}+ y^{2} \geq \alpha(x, y)

\end{equation}

[出力]

x2 + y2 ≥ α(x, y) (1)

• \section{見出し}とすると見出しを付けて節を自動生成する。さらに細かく\subsection,

\subsubsection がある。指定したスタイルが jreport, jbook のときは、章\chapterから指

定しなければならない。

TEXファイル中のコメント TEXのソーステキスト中で % と書くと、そこから行の右端までがコ

メントになり、出力表示には関係なくなる。ファイルが大きくなるときは、適宜コメントを加えてお

くと便利である。

さらにファイルが大きくなるときは、\input, \include 命令を使って文書を分割するとよい。

練習問題 1.1 全体の枠組み\documentclass、document環境、\maketitle, \abstract, \section,

の練習。

1. LATEXのテキストファイルを作る。内容は自由。それを rensyuu.tex と名付けてセーブする。

2. 次に kterm の画面で次のように入力して、それを TEXにかける。(> はプロンプトを表すので

入力するものではない。)

> jlatex rensyuu.tex

3. 誤りが見つかって失敗したときは、? のマークが出て止まる。そのとき、どの行のあたりで、ど

のようなエラーが見つかったのかという情報が表示される。? の後に x と入力して TEXのコン

パイルを中止する。
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4. エラーの情報を参考にして tex ファイルを修正する。つまり、 mule に戻って、誤りを捜して訂

正し、ファイルを保存する。その後で、tex にかける操作を繰り返し、エラーの表示が出なくな

るまでこれを繰り返す。

5. tex のコンパイルが成功すると、もとのファイルと名前が同じで拡張子が .dvi .log .aux という

３つのファイルができている。今の場合、rensyuu.dvi, rensyuu.log, rensyuu.aux という３つの

ファイルになる。この中で拡張子が dvi であるファイルは、DVI ファイルと呼ばれ、できあがっ

た画像の情報が納められている。

6. 出来上がった DVI ファイルの中身をディスプレイに表示してみる。それには kterm で

> xdvi rensyuu.dvi

と入力する。

7. これを印刷するには次のようにする。

> dvi2ps rensyuu.dvi | lpr -P**** (**** はプリンタの名前。)
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