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このドキュメントは，知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）pLATEX 2ε クラスファイル jjsftii.cls を用いた論文の
執筆方法をまとめました．
キーワード：pLATEX 2ε ，ε-TEX 拡張，DVIPDFMx

1. 動作環境
知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）pLATEX 2ε クラ

ご利用ください．

4. プリアンブル部

スファイル jjsftii.cls 2016/11/21 v1.3 の動作環境は，おおむね

論文に必要な情報は，LATEX 文章ファイル中のプリアンブ

TEX Live 2012 以降（または，これに準ずる適当な TEX ディス
トリビューション）の pLATEX または upLATEX が必要です．TEX

ル部（\begin{document}より前）にすべて記述します．これ

Live 2012 よりも古い環境に含まれている pLATEX，upLATEX は

summary などを出力します．

ε-TEX 拡張が追加されていないため，jjsftii.cls が動作しません．

2. タイプセット
jjsftii.cls を用いた LATEX 文章ファイルは，platex，uplatex コ
マンドのどちらでもタイプセットできます．例えば，以下を実

らの情報を元に，タイトル，問い合わせ先，著者紹介，英語
なお，本ドキュメントは，とくに断らないかぎり，日本語で
論文を書くことを前提としています．

4.1

日本語，英語

日本語で論文を書く場合，以下のようにクラスファイルを指

行すると，foo.tex から foo.pdf を得られます．

定します．

$ uplatex foo

\documentclass{jjsftii}

$ dvipdfmx foo

一方，英語で論文を書く場合，以下のように english オプショ
ンを付加してクラスファイルを指定します．

3. 雛形の LATEX 文章ファイル
jjsftii.cls を用いる LATEX 文章ファイルの雛形は，以下のとお
りです．

• template-jjsftii.tex：日本語向け
• template-jjsftii-en.tex：英語向け

\documentclass[english]{jjsftii}

4.2

最終原稿投稿

初回投稿の際には，著者情報や問い合わせ先などを出力し
ません．最終原稿投稿の際に，以下のように finalsubmit オプ

これらの雛形を論文執筆の際にご利用ください．また，本ド

ションを付加してクラスファイルを指定すると，著者情報や問

キュメント readme-jjsftii.tex も一つの雛形としてご参考くださ

い合わせ先などを出力します．

い．なお，これら雛形の LATEX 文章の文字コードは UTF-8 で

\documentclass[finalsubmit]{jjsftii}

すので，必要に応じて，ファイルの文字コードをご変更の上，
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4.4

タイトル

日本語と英語のタイトルを書きます．

• \titleja{日本語タイトル}
• \titleen{英語タイトル}
1
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4.5

問い合わせ先

問い合わせ先情報を書きます．必要に応じて，メールアドレ
スや電話番号も書きます．

4.7

概要，キーワード

概要，キーワードは，以下のようにそれぞれ日本語と英語で
書きます．

• \contactnameja{氏名}

\begin{abstract}

• \contactnameen{Your name}
• \contactaddressja{住所（日本語）}

ここに日本語で概要を書きます．

• \contactaddressen{住所（英語）}

\begin{abstracten}

• \contactemail{メールアドレス}

Please write an abstract here.

• \contactphoneja{0 電話番号}

\end{abstracten}

• \contactphoneen{+81-電話番号}

\begin{keywords}

• \contactfaxja{0FAX 番号}

キーワード 1，キーワード 2，キーワード 3

• \contactfaxen{+81-FAX 番号}

\end{keywords}

\end{abstract}

\begin{keywordsen}

4.6

著者情報

全員分の著者情報は以下のような形式でプリアンブル部に記

keyword1, keyword2, keyword3
\end{keywordsen}

述します．

%% 筆頭著者
\begin{author}
\項目 1{項目 1 の情報}

5.

本文部

\begin{document}直後に\maketitle を書き，タイトルを
出力します．これ以降，問い合わせ先，著者紹介，英語 summary

\項目 2{項目 2 の情報}

を出力する\makesummary，\end{document}までの間，通常

...

の LATEX 文章と同様に論文を書きます．

\end{author}

以下に，各種見出しの例を示します．

%% 2 番めの著者

例：節

\begin{author}

6.

\項目 1{項目 1 の情報}

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
1

\項目 2{項目 2 の情報}

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
2

...

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
3

\end{author}
...
記述可能な項目は以下のとおりです．

• \nameja{苗字␣名前}：苗字と名前との間に，半角空白␣を入
れて下さい．

6.1

例：小節

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
1
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
2
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
3

• \nameen{苗字␣名前}：日本語と同じく，苗字と名前との間
に，半角空白␣を入れて下さい．
• \furigana{みょうじ␣なまえ}：\nameja{苗字␣名前}に対

6.1.1

例：小々節

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
1

するふりがなを書きます．「みょうじ」と「なまえ」との間

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
2

に，半角空白␣を入れて下さい．

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
3

• \membership{○ ○ 会 員}：会 員 の 種 類 を 書 き ま す ．項 目
\membership を挿入しないとき，非会員（初期値）とな

例：段落

ります．

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
1

• \faceimage{顔写真の画像ファイルへのパス}：顔写真の画

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
2

像ファイルへのパスを書きます．項目\faceimage を挿入し

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
3

ないとき，「著者紹介」内の顔写真が空となります．

• \address{ラベル}{住所（日本語）\\住所（英語）}：所属
先の住所を書きます．複数の所属先がある場合，複数の

\address，\addressref（後述）を列挙してください．

謝辞
謝辞を挿入したい場合，\acknowledgment コマンドをご利
用ください．

• \addressref{ラ ベ ル}：相 互 参 照 し た い 所 属 先 を 書 き ま
す．\address と同じく，複数の所属先がある場合，複数
の\address，\addressref を列挙してください．

• \profile{経歴}：経歴を書きます．
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