
■明昌堂の英語組版の特徴
　当社では学参英語組版のルールをマニュアル化し、
安定した品質を実現しています。また、これらのルー
ルに則りInDesignに各種設定を施すことで、複数のオ
ペレータが作業をする際にも統一が保てるようになっ
ています。
・和欧文間、英文中のアキ
・約物のツメ設定
・単語間の間隔
・英文内で使用する特殊文字
　以上のような点で会社独自の規則を設けています。
下にご紹介するのはその一例です。もちろん、お客様
のハウスルールがある場合はそちらに従いますのであ
らかじめご指示をいただいています。

■合成フォントの設定について
　英語の組版とはいえ、そのほとんどが和欧混植にな
ります。一般的に、英語の書体はセリフ系であれば
CenturyやTimes、サンセリフ系であればHelveticaな
どが使用されます。和文フォントに収録されている英
語の書体はあまり使われません。実際の作業時には、
和文には和文フォント、欧文には欧文フォントが自動
的に選ばれるような設定をします。これが「合成フォ
ント」です。
　InDesignは、「漢字」「かな」「全角約物」「全角記号」
「半角欧文」「半角数字」という分類毎に別のフォント
を設定する合成フォントの機能を持っています。また、
フォントサイズやベースラインなども細かく設定でき
ます。
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英語の組版について
学参英語の組版には様々な基本ルールが存在しています。
当社は長年の経験からそれらをマニュアル化することで、

効率的で美しい英語組版を実現しています。

▲

明昌堂の英語組版マニュアル（一部抜粋）

7 － 1　学参／英語 7　ジャンル別ルール

英語の基本

▶英文内で使用する文字

　・“ ”、‘ ’、? ! & ¥ % $ などは、全て半角モノを使用。
　　　※あくまでも“英文内”なので、和文内で和文として使用する場合は全角とする

　・（　）などカッコ類は、半角モノでは→(　)と形が悪いため、全角モノを使用。
　・コロン（：）、セミコロン（；）は全角どりが基本。全角モノを使用する。
　　　※半角モノ＋欧文スペース（例 A: Excuse me.）を使用する場合もあるので修正作業などでは確認が必要

　・英文内で使用する  3  点リーダーは、…ではなく...（ピリオド3つ）が基本。
　　例 Don’t worry ... no candles  !　※和文内では…を使用

▶アキ／ツメの統一
　●和欧文間のアキ
　　　特別な指定がある場合を除き、和文と欧文との間は  4  分アキを基本とする。
　　　刷り本・見本などがついている場合はそちらを参照。

　　例　be afraid to ～  は～するのを恐れるという意味。だから  A  は
　　　　　　　　　　　　  　4  分アキ　※～までがひとつの英文という扱い　　    4  分アキ

　　　　be afraid to  ～.  は～するのを恐れるという意味。
　　　　　　　　　　　  　　4  分アキ

　●！・？の前のアキ
　　　英文内にある？や！の前は欧文間のスペースではなく、  4  分アキが基本。

　　例　What do you like this job  ?

     4  分アキ

　●（　）や〔　〕類のツメ
　　　英語では、原稿での指示の有無に関わらず、初校時から以下のように統一する。

　　例　This is the song that〔which〕 I like.

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　ツメ

　　➡ この場合、that  ではなく  which  でもよいという意味の〔　〕（他に［　］や（　）の
ときなど様々）なので、“that〔which〕” までをひとくくりとし、〔 の前をつめる。

　　例　a son （who is） called Akira

　　　　　　　 ツメない

　　➡ この場合の“who is”は、a son  と  called Akira  をつなぐ全く別の単語（言
い換え不可）なので（　）はつめない。

　　　　

　●英文中のアキ
　　　 英単語間のアキは欧文スペース１つ。英文間のアキは全角アキを基本とするが、

欧文スペース２つの場合も多い。刷り本・見本などがついている場合はそちら
を参照。

　　文章間のアキ→全角
　　例　My dream was to work at an airport.　My friend’s  ?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　 　全角アキ

　　“ ”の前後→欧文スペース（半角アキ）
　　例　“No candles ?” he asked.

　　　　　　　　　　  　　欧文スペース
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右記はあくまで一般的なルール。
作業前に確認！
・和欧文間のアキ
・！？前の四分アキ
・英文中のアキ
作業中に確認！
・不自然な字間のノビはないか
・ 泣き別れはないか（アポストロフィなど don’

t となっていないか）

得意先・仕事によって異なることがあ
るので、必ず確認し統一をとること。
見本がある場合は、それに準じること。

作業前に確認！

attention!

和欧文のアキは文字組みで設定
テキストデータがワードなどで支給さ
れてくる場合は、文字組みで和欧文の
アキを設定した方がよい。フォーマッ
トを作成する場合、先方支給のデザイ
ンデータ内で文字組み設定が作られて
いる場合もある。どういった設定がさ
れているのか目を通すように。

テキストデータがワードなどで支給さ

attention!
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お客様からの指定が無い
場合には、社内で設定し
たルールに従って英語組
版を行うよう全オペレー
タを教育しています。



　欧文フォントは和文フォントに比べ字体が若干小さ
く作られているため、同じQ数で合成フォントを作成
すると、欧文が少し小さく見えてしまいます。見た目
を揃えるために、合成フォントのフォントサイズの設
定を1～2級程度大きくなるように設定します。
　また、合成フォントには「特例文字」という機能が
備わっています。この機能を使って、設定した特定の
文字のみ別の書体にすることができます。例えば、大
文字の「I」（アイ）だけはひげ付きの書体にしたい、
といった場合に活用します。

■欧文合字について
　欧文合字とはOpenTypeフォントが持つ機能です。
「f」と「i」や「f」と「l」などが隣り合った場合に、
自動的に繋がってデザインされた文字（合字）に置き
換えられます。
　欧文のみの組版では一般的に欧文合字を使用するの
ですが、近年の日本語組版（和欧混植）ではあまり使
用されなくなっています。特に、英語の教科書や学参
書籍では原則、合字を使用しません。
　日本語組版は両端揃えで組む「箱組」が基本です。
そのため、1行の中に欧文が入ることによって自動的
に字間が調整され、字送りが広がる場合には欧文合字
が意図せず外れてしまうことがあるのです。こういっ
た理由もあり欧文合字はあまり使われなくなったので
すが、InDesignのデフォルトの設定では欧文合字が適
用されるようになっています。また、欧文合字を使用
したことによる文字化けが発生するという現象も確認
されています。そのため、当社では初期設定で欧文合
字の設定を外しております。

　当社の組版ルールや合成フォントの設定、欧文合字
の設定などは、デザイナーとも共有しておくことをお
すすめします。これにより、デザイナー様は文字組に
関しては注意を払わずデザインに集中することができ
ますし、当社での組版もスムーズに行えます。事前に
お客様の組版ルールに沿った設定のInDesignテンプ
レートデータをご提供することも可能です。お気軽に
担当営業までご相談下さい。

■語学書自動組版の豊富な実績
　当社は語学書や英語教材で、多くの自動組版の実績
がございます。太字や色文字、品詞記号などが入り混
じる複雑なレイアウトも効率的に作成できます。原稿
作成前にご相談いただければ、商品毎に最適な作成方
法をご提案いたします。

■流行の手書き風イラストにも対応
　最近の学参書籍デザインは「とっつきやすく温かみ
のある手書きノート風」がトレンド。そのような紙面
ではイラストカットも当然ながら手書き風がマッチし
ます。当社にもそのようなタッチのイラストレーター
が在籍しておりますので、イラスト作成も是非ご依頼
下さい。
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自動組版の紙面例

1
DAY

12 13

1DAY 57今回のターゲットは 語
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出題頻度レベル

Human rights activists have led protests against companies that exploit child 

labor.

（人権活動家たちは、児童労働を搾取している企業への抗議行動を率いてきた）

exploitは 名 詞だと、「偉業、功績」という意味。the exploits of brave 
knights「勇敢な騎士たちの偉業」のように使われます。同義語問題ではaccomplishment、
featが出題されます。

最新傾向

～を不当に利用する、搾取
する
名 exploitation

動 utilize, use, make use of, 
take advantage ofexploit

0001

[iksplɔ́it]

The suspect couldn’t account for his whereabouts last night.

（その容疑者は、昨夜の居場所を説明できなかった）

Coffee exports account for nearly 60 percent of Ethiopia’s gross national 

product.

（コーヒーの輸出が、エチオピアの国民総生産の60％近くを占める）

Unsafe working conditions at the construction site accounted for a number of 

serious injuries. 

（その建設現場の危険な労働環境が、数々の深刻なけがの原因となっていた）

account for
❷熟 make up, comprise, 

constitute

（ある割合）を占める

account for ❸熟 cause ～の原因となる

～を説明する❶熟 explain, justify, 
give a reason foraccount for

0002

Galileo tried to disprove one particular statement of Aristotle's.

（ガリレオは、アリストテレスのある特定の主張の誤りを証明しようとした）

特定の、特別な形 specifi c; special

particular

0003

[pǝrtı́kjulǝr]

Mt. Fuji is a prominent natural landmark in Japan.

（富士山は、人目を引く日本の自然のランドマークである）

William Shakespeare is one of the most prominent figures in the history of 

English literature.

（ウィリアム・シェークスピアは、英文学史上最も卓越した人物の1人である）

prominent
形❷ important, leading, 

notable

著名な、卓越した

顕著な、人目を引く、目立つ
形 prominently
名 prominence

形❶ noticeable, 
conspicuous, 
outstanding, 
remarkable

prominent

0004

[prɑ́mǝnǝnt]

The travelers replenished their supplies of water before crossing the desert.

（旅行者たちは、砂漠を横断する前に水を補給した）

renewには「～を新しくする」のほかに、「～を補充する」という意味もあ
ります。renew the supply of groundwaterで「地下水の供給を補充する」。
最新傾向

～を補充する、補給する動 refi ll, restore, renew

replenish

0005

[riplé niʃ]

The government ignored environmental complaints by indigenous groups.

（政府は、先住民のグループからの環境に関する苦情を無視した）

土着の、先住民の形 native, aboriginal

indigenous

0006

[indı́dӡǝnǝs]

With GPS technology, it is possible to pinpoint a person’s position anywhere on 

the planet.

（GPSの技術を使えば、地球上のどこでも、ある人物のいる場所を特定することができる）

After years of training, baseball pitchers develop pinpoint control of the ball.

（野球の投手たちは、何年ものトレーニングを経て正確な制球力を身につける）

pinpoint
❷形 precise, exact, 

accurate

正確な、厳密な

～の場所を正確に示す、
特定する

❶動 locate exactly, 
clearly identifypinpoint

0007

[pı́npɔ̀int]
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一般的には、「漢字」「かな」「全角約物」
「半角数字」には和文フォント、「半角
欧文」には欧文フォントを設定する


