
2 文章、文字の入力

2.1 改行について

もとのテキストファイルでの改行は無視されて、ひとつのパラグラフとして右端がそろった形に自動

的に整形される。もとのテキストでの改行は意味がなくなる。

テキストで空白行を入れると、そこで改行されて新しいパラグラフになる。新しいパラグラフの冒頭

は、自動的に１文字下げになる。また、\\ とすると、そこで改行される。このときは冒頭の１字下

げがない。改ページ、つまり新しいページに強制的に移るには\newpage命令を使います。

\\ 強制改行

\newpage 強制改ページ

2.2 空白の入れ方

テキスト中での空白はいくら長くてもひとつの半角の空白と同じになる。（ただし、全角文字のブラ

ンクだとそのまま空白が残るので、全角ブランクはなるべく使わないほうが良いでしょう。）一般に

テキストは詰めて出力されるので、逆に、特に適当な空白をあけたいところはその指定をする必要が

ある。

[入力]

小さな空白 \ 小さな空白 \ 小さな空白\\

M の１文字分の空白 \quad 空白。M の２文字分の空白 \qquad 空白。

[出力]

小さな空白 小さな空白 小さな空白

M の１文字分の空白 空白。M の２文字分の空白 空白。

横方向と縦方向にスペースを空けるためのコマンドをまとめておくと、

横方向の空白コマンド

\ 適当な単語間の空白

~ 適当な空白 (行変えを許さない)

\quad M １文字分の空白

\qquad M 2文字分の空白

\hspace{a cm} a cm の横のスペース

\hspace*{a cm} 横スペース（行変えを許さない）
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縦方向の空白コマンド

\vspace{x cm} 指定した寸法の縦の空白

\vspace*{x cm} ページ先頭での縦の空白の指定

\newpage 強制改ページ

2.3 ページのレイアウト

既定値のままで印刷すると中央寄りに小さくなるので、ページのレイアウトの値を指定した方が見

やすくなる。以下は、このページに使われている設定で、これらはプリアンブル部に記入する。

\setlength{\oddsidemargin}{0cm}

\setlength{\evensidemargin}{0cm}

\setlength{\topmargin}{-0.4cm}

\setlength{\textheight}{22cm}

\setlength{\textwidth}{15cm}

\setlength{\footskip}{2.0cm}

上の値を参考にして、自分の希望にあわせて設定するとよいでしょう。

また、既定値ではやや行間が詰まりすぎていると思うときには、

\renewcommand{\baselinestrech}{k}

とプリアンブルに記入する。ここで k は k = 1 が既定値でシングルスペース、k = 2 がダブルスペー

スになる。k の値は、1.25 というような少数値も設定できる。
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3 文字のフォントおよび大きさの変更

3.1 文字のフォント

英字、日本語のフォント（字体）は以下が用意されています。

入力 出力

\rm This is Roman. (default) This is Roman. (default)

\it This is Italic. This is Italic.

\sl This is slanted. This is slanted.

\sc This is Small Caps. This is Small Caps.

\bf This is Boldface. This is Boldface.

\sf This is Sans Serif. This is Sans Serif.

\tt Thi is Typewriter. Thi is Typewriter.

\mc 明朝体 (これが通常) 明朝体 (これが通常)

\gt ゴチック体 ゴチック体

3.2 文字サイズ

文字サイズは大から小まで１０種類用意されてます。

この大きさが　 tiny

この大きさが scriptsize

この大きさが　 footnotesize

この大きさが small サイズ

この大きさが noormalsize

この大きさが large サイズ

ついで Large サイズ
さらに LARGE サイズ
さらに大きなhugeサイズがあり、

そしてこれが最大のHugeです
文字のフォント、サイズの指定のコマンドが挿入されると、それ以降ですべての文字が変更されま

す。部分的に変更するには {\large\gt ゴチック体}ゴチック体のようにカッコでくくります。以
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下はその例です。

[入力例]

\documentstyle{jarticle}

\begin{document}

わたくしの{\gt 言語の限界}は、わたくしの{\bf 世界の限界}を意味する。\\

Once when I was six years old I saw {\it a magjnificent picture} in a book,

called {\bf\large True Stories from Nature,} about the primeval forest.\\

(from {\sf "The Little Prince"} by {\sc Antoine de Saint Exupery.})

\end{document}

[出力例]

わたくしの言語の限界は、わたくしの世界の限界を意味する。

Once when I was six years old I saw a magjnificent picture in a book, called True Stories from

Nature, about the primeval forest.

(from ”The Little Prince” by Antoine de Saint Exupery.)

練習問題 3.1 文字のフォントと大きさの変更の練習。上の入力、出力例を参考にして自由に文章を

作り、そこで字体の変更を試してみる。

3.3 特殊な役割の記号の出力と verb, verbatim 環境、TEXのロゴ

TEX において特殊な意味を持つ記号があって、それらはそのままでは出力できません。それらを並

べると # $ % & ~ ^ _ { } | \ < > です。その内７つは\# \$ \% \& \_ \{ \} のようにして

も出力できます。そのために verb コマンドのほかに verbatim 環境があって、これは入力テキスト

をそのままの形で出力する環境で、特にプログラムをそのまま表示したいときなどに便利です。

[出力] verbatim 環境の出力の例。

verbatim環境では 改行 空白　及び特殊記号　\ < { } などが

書かれたままに 　　印刷される。

:-) 元祖スマイリー　　　_o/|_ 平身低頭 　　 (^_^;) 冷や汗

TEXのロゴ TeX, LaTeX のロゴマ－クが簡単に出力できます。

[入力] \TeX \LaTeX　 [出力] TEX LATEX
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