
第 2 章 原稿の作成・編集方法 
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書籍原稿作成方法には口述筆記、手書き、ワープロ入力、パソコン入力、スマ

ホの LINE 入力など様々な方法が存在します。この中でコストを抑えながら著者

の意図を正確にかつ短時間で実現する原稿作成にはパソコンの原稿作成専用ソフ

トの使用が推奨されます。 

専用ソフトは種々ありますが、ここでは も広く活用されているマイクロソフ

ト社の Word（以下、MS-Word）を使用します。MS-Word は事務全般、論文、

手紙などほぼすべての分野向けの文章作成に対応することが出来ます。このため

極めて多くの機能があり使い慣れていてもすべての機能を縦横無尽に使いこなす

ことは容易ではありません。従いまして本章では、書籍の原稿作成に限定した活

用方法を説明していきます。 

なお、手順を実際に身に着けていただくために事例を用意していますので下記

の文章内に示す URL よりダウンロードしてご自身の手で編集作業を行ってみて

ください。 

2.1 テンプレートの選択 

 書籍原稿の用紙サイズ、文字サイズ、ページ付与については従来の紙書籍をベ

ースとした慣習が存在します。紙の媒体を持たない電子的書籍では必ずしもこの

慣習に従う必要はありませんが、このマニュアルではすでに説明した 3 種類の書

籍形態、流通形態に対応できる原稿作成を目指すものとします。3 種類とは以下

を指します。 

(1) 従来の紙書籍 

(2) DVD 

(3) POD 紙書籍 

Kindle に代表される電子出版には従来の慣習はなく、自由度は極めて大きいの

でこのマニュアルでは扱いません。 

 本のサイズは「判型」とも呼ばれ、用途に応じて多くの種類があります。下記

はその主なものです。 

  

判型 サイズ（mm） 用途 

B4 判 257×364 大きな画集・写真集など 

A4 判 210×297 論文集、教材、写真集、美術全集など 

B5 判 182×257 一般書籍、マニュアル、週刊誌、一般雑誌など 

A5 判 148×210 学術書、文芸雑誌、総合雑誌、教科書など 
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B6 判 128×182 単行本など 

A6 判 105×148 文庫本 

四六判 127×188 単行本など 

新書判 103×182 新書本、漫画単行本など 

以上は下記サイトなどをもとに独自に編集しました。

https://daiichiinsatsu.co.jp/200_support/2313_booksize.html 

この中で書籍に一般的に用いられる

のは、B5 判、B6 判、四六判、新書判

です。右図は入力データがない状態の

白紙の新書判のテンプレートです。 

A4 判はビジネス書類に多いのです

が書籍サイズとしてはやや大きいため

か頻繁には使用されません。 

A6 判は文庫サイズで、本屋ではよ

く見かけるサイズですが、新たに制作

する書籍サイズとしてはやや小さすぎ

るかもしれません。 

新たな内容の書籍を制作する場合は、

下記を目安にするのが良いかと思いま

す。 

1) 写真・図表が多く、かつ説明文字を大きくしたい場合⇒B5 判 

2) 広く多くの方々に読んでもらいたい。写真図表も入れたいが高い解像度は

望まない場合⇒新書判 

これらのサイズの書籍を制作するには、印刷機や紙裁断機の特性などを考慮す

る必要があります。このため「上下左右の余白」「ページ番号の表記場所」「文字

サイズ」をあらかじめ適切に設定しておかなければなりません。 

これらを著者がすべて間違いなく行うのは難しいため、多くの場合テンプレー

トと呼ばれる「原稿の標準型」を利用するのがベストです。 

テンプレートは以下のサイトからダウンロードできますので、制作しようとし

ている書籍に合致するものを取得してください。 

https://www.itsc-ltd.co.jp/download/  
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2.2 ページ数と書籍サイズ・文字数・写真・図表の関係 

書籍の規模、すなわち「大きさとページ数」は多くの要因で変動しますが、一

般的には下記の関数で表すことが出来ます。 

（書籍規模）＝f （判型、文字サイズ、フォント、写真図表枚数とサイズ） 

下記 URL に格納してある素材 3 で実際の（書籍規模）を見てみます。 

https://setv.shizuoka.ac.jp/video.php?k=bookmanual-03  

上記は「310 白紙新書横書き テンプレート」は MS-Word 上の新書横書き用テ

ンプレートです。 

まず文字サイズ＝9 ポイントとした場合の「311 白紙新書横書き テンプレート 

9p」をみてみましょう。この場合 1 ページあたりの全角文字数は 大で 870 字で

あることが分かります。 

 

次に文字サイズを 10 ポイントにした場合の結果が「311 白紙新書横書き テン

プレート 10p」です。1 ページあたりの全角文字数は少し減少して 大で 750 字

であることが分かります。 
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次は文字サイズが 12 ポイントの場合の結果＝「311 白紙新書横書き テンプレ

ート 12p」です。 大全角文字数は 315 文字になり、9 ポイントに比べて 1/3 近

く減少しています。これは行間が自動的に大きくなったことも大きな要因です。

これでは少し行間が空きすぎてかえって読みにくいので自然な行間に再設定した

のが「312 白紙新書横書き テンプレート 12p 段落調整」です。 大全角文字

数は 546 文字になりました。 

この様に文字サイズによりページ数は大きく変化します。 

また、改行やスペース行が多い内容の場合、1 ページあたりの文字数は小さく

なります。さら写真図表が多数組み込まれるとさらにページ数は増えていきます。 

あまりにページ数が多くなりそうな場合は大きめの判型に変更する、文字サイ

ズを小さくするなどの調整が必要になります。 

文字サイズが小さくなると、文字の線の太さが細めのフォントでは読みにくく

なります。例えば今使用している MS 明朝体は線が細いので 9 ポイント以下では

読みにくいと思われます。その様な場合は「MS ゴシック」など線が太いフォン

トを使用するなど読者への気配りが必須になってきます。 
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高齢者の読者にも読んでいただきたい書籍の場合は、文字サイズは 12 ポイン

ト以上、フォントは MS ゴシック、MS ゴシックなどを使用することを推奨いた

します。 

2.3 テキストの作成方法 

 現在、テキストの作成は原則直接電子データを入力する方法がベストです。「手

書き原稿」から第 3 者により電子データを生成することは手間（＝コスト）が大

きいだけでなく著者の意図が変質する可能性が高くなる、というデメリットがあ

ります。 

従いましてここでは上記問題を解決する「電子データの作成方法」を説明しま

す。 

(1) スマホ、タブレット端末： 

LINE などの SNS、メモ帳などが手軽で良いかと思います。メールでもでき

ないことはありません。どこでも気軽に原稿を作成できることがメリットで

す。LINE やインスタグラム日々は進化しており写真、図面も容易に取り込む

ことが可能です。 近では LINE で卒業論文を作成する学生も現れてきてい

るようです。作成が完了しましたらパソコンに取り込むか、メールで転送し

ます。 

(2) パソコンから直接入力： 

Windows パソコンの場合は、デスクトップ上でマウスの右ボタンをクリック

し「新規作成」→「テキストドキュメント」を選択すると、単純文字入力の

メモ帳的なファイルが現れます。これは複雑な書式設定、編集、図表画像な

どの取り込みは難しいですが、文字テキストを入力するのには適した機能で

す。 

2.4 編集作業 

2.4.1 電子データのテンプレートへの流し込み 

 ダウンロードしたテンプレートに原稿テキストを貼り付けします。下記インタ

ーネットアドレスに格納してある「01 実習用素材 1  生原稿」は上記で作成され

たテキストを所望のテンプレート（ここでは B5 判）に流し込んだ原稿例です。 

https://setv.shizuoka.ac.jp/video.php?k=bookmanual-01  
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この時点では編集はほとんど行われていませんが、書籍原稿の基本形は出来上

がったことになります。 

ページ番号も適切に自動設定されていることを確認してください。書籍は見開

きで読みますので、ページ番号は左右に設定されていることが必要です。 

2.4.2 段落 改ページ編集 

ここから編集の中心作業である成型作業に入ります。「051 実習用素材 1  生原

稿」が編集前の生原稿です。この段階ではまだ読みやすさは考慮されていません。

完成本に近い構成まで編集した結果を「052 実習用素材 2  段落 改ページ編集」

に示します。 

この水準になると章立てや段落が明確になり本らしくなってきます。この手順

を箇条書きにしてみます。 
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(1) 改ページ： 

大きな段落、つまり「まえがき」「章」の前後で「改ページ」しています。「改

ページ」は MS-Word の「挿入」タブの「ページ」→「ページ区切り」を押下

します。これにより大きな変化が簡単に視覚的に分かるようになります。特

に「章」についてはその段落の表紙意味合いを持ちますので 1 ページをフル

に使用するのが推奨されます。また文字サイズを大きくし、場合によっては

フォントも変えると効果的です。また章タイトルを行の中心に移動させるの

も効果的です。「052 実習用素材 2  段落 改ページ編集」で確認してください。 

(2) インデンテーションと段落設定： 

インデンテーションとは文章の先頭を字下げすることです。手紙などではイ

ンデントせずに段落毎に改行する場合が多いようですが、書籍の一般文書の

場合はインデントする方が見やすいと考えられています。 

具体的にはこの文章の様に文章の塊単位にその冒頭の文章の頭文字を 1 文字、

字下げします。これでかなり見やすくなります。MS-Word の場合、改行する

と自動的にインデントする機能がありますので活用しましょう。 

段落設定とは文章内に箇条書きなどが現れる場合の文章全体の右移動を言い

ます。例として(1)、(2)、(3)という箇条書きを考えてみます。 

(1) 文章１・・・・・ 

(2) 文章２・・・・・ 

(3) 文章３・・・・・ 

このままでも良いのですが、やや見難いので 2 文字右移動してみます。 
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(1) 文章１・・・・・ 

(2) 文章２・・・・・ 

(3) 文章３・・・・・ 

これでかなり見やすくなりました。どれくらい右にずらすかとか、改行後はど

うするか、などは著者、編集者の裁量範囲内です。読者がいかに快適に読書が出

来るかという点を重視して編集してください。 

2.4.3 画像（写真）・図表の取り込みと編集 

近年スマホやデジタルカメラ、パソコンの「画面プリントスクリーン機能」な

どにより写真、図、表などが簡単に取得できるようになりました。著作権、肖像

権には十分注意する必要がありますが、読みやすくアピール度が大きい書籍にす

るためには。それらをできるだけ活用するのが良い方法と思います。 

2.4.3.1 画像フォーマットについて 
画像ファイル（フォーマット）には JPG、 PNG、 GIF、BMP など様々な形

式があります。一般的には jpg または jpeg が広く使用されています。スマホで撮

影した画像の多くはこれになりますので、これの使用を前提に考えて良いかと思

います。この 2 つは厳密には完全に同じではないのですが同等に扱えますので、

ここでは jpg と表記を一元化します。以下代表的な jpg と GIF の 2 つのフォーマ

ットの特徴を簡単に説明します。 

1）jpg： 

Joint Photographic Experts Group の略です。デジタル写真用に開発した画

像フォーマットで、24 ビット（1670 万色）のフルカラーをサポートしていま

す。デジタルカメラやスマホ撮影の画像は大半がこの形式です。サポートす

る色数が多いので、インターネットのホームページでフルカラーの大きな画

像を使いたいときに 適です。非可逆圧縮方式のフォーマットなので元の画

像の品質に戻らないという欠点を持っています。jpg で画像サイズを抑えたい

場合には、画像内での色調変化を抑える、画像の面積を狭めると効果的です。

MS-PPT に取り込んで jpg 変換すると容量は小さくなり一般書籍向きの品質、

容量になります。 

2）GIF： 

米国大手パソコン通信会社の CompuServe が開発したもので、Graphics 

Interchange Format の略です。モノクロ 2 色から 大 8 ビット（256 色）ま

でサポートしており、圧縮技術に高圧縮が可能な「LZW」を使っています。

これらの特徴によりファイルサイズを小さく抑えることができ、インターネ
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ットで流通しやすいことから jpg と並んで広く使われています。透過ができる

という特徴を持っており、画像の一部もしくはすべてを透明にすることが可

能です。 

以上は、下記サイトなどを基に編集しました。 

https://ferret-plus.com/1491?under_ct 

2.4.3.2 画像の取り込み方法と位置・サイズ調整 
 画像を配置する場合、「行内」「折り返し」と大きく 2 種類の配置の仕方があり

ます。行内というのは画像が 1 つの文字のように扱われます。行間に配置する場

合は「行内」配置の中央揃えにしましょう。Word のデフォルト設定は行内部に

配置されますから思うように配置ができない場合があります。 

 折り返しには、「四角形」「狭く」「内部」「上下」の画像とテキストの回り込み

ができる配置と、「背面」「前面」のテキスト前後に配置できる設定があります。

回り込みの画像配置について説明します。 

使用する画像をあらかじめフォルダーに集約しておきます。例として下記 URL

に圧縮ファイル「058 実習用素材 8 写真」としてセットしてありますのでダウン

ロードしてください。 

https://setv.shizuoka.ac.jp/video.php?k=bookmanual-01  
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これらを取り込んで編集した結果を「053 実習用素材 3 写真 図表の取り込み」

に示します。 

手順は以下の通りです。ここでは図表も画像に含まれるものとして表現してい

ます。 

(1)画像の配置：配置する場所にカーソルを置

き、「挿入」から「画像」を選択してくださ

い。「このデバイス」から、画像ファイル先

の所望の写真を選択ください。画像が配置

されますが、この段階では行の中に固定さ

れています。 

(2)文章の中の任意の位置への埋め込み：文章

の任意位置へ埋め込みたい場合は画像をマウスの左ボタンでクリックし右

側に表示される「レイアウトオプション」の中から所望のレイアウトを選

択します。「文字の折り返し」の 初の機能をクリックすると画像は「行間」

ではなく「文章の任意の位置」にはめ込まれます。次にマウスの左ボタン

を押しながら所望の位置に移動させます。 

(3)画像の拡大・縮小： 後に画像の大きさを調整します。方法は「左ボタン」

で画像をクリックし、画像の対角ポイントの丸い点をクリックしながら所

定の大きさに拡大・縮小します。 

 以上で任意の位置に所望の画像を設定することが出来るようになります。その

他にも多くの方法がありますので書籍の内容に合致した方法を種々試してみてく

ださい。 
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2.5 目次の自動生成方法 

 「目次」は普通の文章入力で作成し、当該章、段落のページ番号を設定しても

構いません。しかし内容の変更や追加でページ番号やタイトルが頻繁に変化しま

すその都度訂正していくことは大きな手間になるだけでなく、間違いも多くなり

ます。 

 そこでここでは MS-Word の自動生成方法の活用手順を説明します。 

2.5.1 見出しの設定 

「まえがき」「章タイトル」「節タイトル」「詳細項番」など目次に表示したいタ

イトルに「見出し設定」します。見出しは階層化が必要で一般的には下記の様に

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分かりにくくてすみません。左側が目次のタイトル、右側が階層番号と見出し

番号です。階層番号と見出し番号は同じです。設定は、所望の文章行にカーソル

をあわせ「ホーム」の「スタイル」から見出しをクリックします。そうしますと

その行が「目次」に現れるタイトルであり階層番号であることを MS-Word に知

らせることが出来ます。 

はじめに・・・・ 第 1 階層＝見出し 1 

第 1 章・・・・ 第 1 階層＝見出し 1 

1.1 節・・・・  第 2 階層＝見出し 2 

1.1.1・・・・  第 3 階層＝見出し 3 

1.1.2・・・・  第 3 階層＝見出し 3 

1.2  節・・・・  第 2 階層＝見出し 2 

1.3 節・・・・  第 2 階層＝見出し 2 

第 2 章・・・・ 第 1 階層＝見出し 1 

2.1 節・・・・  第 2 階層＝見出し 2 

2.2 節・・・・  第 2 階層＝見出し 2 

2.3 節・・・・  第 2 階層＝見出し 2 

参考文献・・・・ 第 1 階層＝見出し 1 

謝辞・・・・ 第 1 階層＝見出し 1 

著者紹介・・・・ 第 1 階層＝見出し 1 
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2.5.2 目次の作成 

 MS-Word の 上部リボンの「参考資料」をクリックします。すると一番左に

「目次」というタグが現れます。目次を生成させたい位置にカーソルをセットし、

「目次」をクリックし「組み込み 自動作成の目次 1」をクリックすると、目次

が生成されます。目次タイトル、ページ番号が自動的に取り込まれ綺麗な目次が

出来上がります。 

 

 

例として「054 実習用素材 4 目次の自動生成」を参照してください。読みやす

くインデントされた目次が出来上がっていることが分かります。 

2.5.3 次の更新 

 本文を変更したりタイトルを変更した場合は「目次」エリアをクリックし、「目

次の更新」をクリックします。「目次をすべて更新する」の〇印をクリックして「更

新する」というボタンを押下すると、新たな構成に合致した目次が自動的に生成

されます。 

 以上は少し複雑に見えますが、1 回習得すればこれほど便利な機能はありませ

ん。従来編集者が目視チェックしながら目次を制作していたのとは雲泥の差です。 

2.6 著者略歴の作成方法 

 著者略歴は著者紹介であり、さらに著者 PR の重要な手段です。読者は本の内

容と同じくらい著者がどういう人間なのか、どういう経験をしてきたのか、どう
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いう業績を残してきたのかに強い興味を持ちます。これが本の内容の信頼度にも

大きく影響します。少なくとも下記項目は含む紹介文を慎重に制作してください。

文字数が多くなることは気にする必要はありません。 

(1) 顔写真： 新でなくとも構いません。読者にアピールする恰好良いものを準

備しましょう。写真掲載に問題がある場合はイラストも良いアイデアです。

顔写真を送ると低コストでイラストを作成してくれるサービスがインターネ

ット上にたくさんあります。 

(2) 著者の歴史：可能な範囲で結構ですが生年、生誕場所（県、市）、学歴を明示

しましょう。学術的な本の場合 終学歴が重要になります。 

(3) 資格：本の内容に関係する資格はできるだけ記入します。公的資格が 良で

すが民間資格でも発行元を明示すれば大丈夫です。 

(4) 出版履歴：本の内容に関係しているすでに出版している本の名称、出版社名

はもれなく記載します。雑誌記事、学術論文も含めます。 

(5) 受賞歴：公的機関の顕彰受賞歴はできるだけ記述します。 

(6) その他：本の内容に関連する活動をできるだけ詳しく記入します。 

 

作成した著者紹介は、本の裏カバーにも記載すると効果的です。また Amazon 

WEB 書店での表示には著者紹介欄がありますのでそこにも設定すると効果的で

す。 

2.7 引用・転載について 

引用・転載についてはできるだけ正確な記述が必要ですので、すでに定評のあ

る WEB 上の記事を引用、要約いたします。 

https://www.medbooks.or.jp/copyright/forauthor/quot.php 

著作物は著作権法によって保護されています。従って他人の著作物を原稿の一

部として“転載”する場合は、原則として著作権者の許諾を得ることが必要です。

また、自分の著作物の利用であっても、著作権が譲渡されている場合は、譲渡先

の著作権者の許諾を必要とします。 

その一方、学問は先人の業績の積み重ねによって成り立っていることも事実で、

特に自然科学の論文では、その内容に客観性を持たせるため、他人の著作物を“引

用”することは必要不可欠と言えましょう。 

そこで著作権法では、著作権者の許諾を必要としない“引用”の規定を第 32

条に設けていますが、これは“権利制限規定”の 1 つで、特定の例外的な場合に
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ついてのみ認められているものです。著作物を利用するためには、この“引用”

と“転載”の違いをきちんと理解し、それぞれ必要な措置をとらなければなりま

せん。 

2.7.1 引用について 

引用とは、「紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の

原則として一部を採録すること」と定義されています。著作権法では、公表され

た著作物に対して、「公正な慣行に合致しており、かつ目的上正当な範囲内」の場

合に限って、引用が認められます。著作権法を整理し、引用に際して著作権法上

遵守しなければならない点を次に掲げます。 

(1)すでに公表された著作物であること。引用は公表されている著作物に適用さ

れます。出版などによる発行はもちろん、ホームページでの公開も、一般的

には「公表」に含まれます。 

(2)引用する「必然性」があること。自説の補強・展開、学説の批評などの目的

のため、他人の著作物を使用する必然性がなければなりません。 

(3)引用部分が明瞭に区分されていること。自分の著作部分と引用する著作部分

を明瞭に区分することが必要です。区分の方法は、「 」でくくるとか、引

用文の前後を 1 行あける、1 字下げにするなど、自分の著作物と誤認させな

いよう、体裁上の区分をしなければなりません。 

(4)引用部分とそれ以外の部分に「主従関係」があること。自分の著作部分が“主”

であり、引用する著作部分は“従”という関係でなければなりません。量だ

けで判断されるものではありませんが、トラブルをさけるためには、引用し

て使用する分量は必要 小限にとどめてください。 

(5)原則として、原形を保持して掲載すること。著作者には同一性保持権があり

ますので、同一性つまり原形を保持することが必要です。 

(6)原著者の名誉や声望を害したり、原著者の意図に反した使用をしないこと。

原著者がすでに訂正・補足した著作物があるにもかかわらず、訂正前のまま

引用したり、あるいは引用して批評すると、原著者の名誉や声望を害した利

用となる可能性があります。 

(7)出所（出典）を明示すること。出所明示は、引用した部分のなるべく近くに

することが原則です。巻頭や巻末に参考文献として掲げただけでは、引用部

分と出所との関連が不明確なので、出所明示とは認められない場合がありま

す。 
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2.7.2 転載について 

転載とは、引用の範囲を超えて、既存の出版物などから文章や図表等を別の出

版物に掲載することです。転載する場合は、必ずその著作物の著作権者から書面

で転載許諾を得なければなりません。 

出版権が設定されている場合は、出版権者（通常は出版社）の許諾も必要です。

転載許諾に関して、決められた手続きや書式があるわけではありません。しかし、

申請や書類作成につきましては出版社に必ずご相談ください。 

2.8 カバー（表紙）の作成方法 

2.8.1 カバーの役割 

カバーとは書籍本体とは別物の包装に近い紙、またはその他の素材で構成され

るものを指します。ペーパーバックの場合はカバーがありませんので表紙がその

ままカバーの役割を代行します。 

 カバー、または表紙は本の内容を的確に表現するものであることが必要です。

また多くの読者に「読んでみたい」と思わせる魅力的なデザイン、キャッチコピ

ーなどが要求されます。 

 このため月刊誌などの雑誌や、大量に販売が予想される単行本においてはプロ

のデザイナーがデザインを担当します。これによって素晴らしい、素敵な表紙が

生まれる確率が高くなります。しかし、この場合は下記の通り大きな問題が 2 つ

生じます。 

(1) デザインコストが非常に大きくなる：著名なデザイナーほど高額なデザイン

料が必要になります。 

(2) 内容との不整合、あるいは著者の意図との乖離の確率が高い：デザイナーは

内容を十分理解していないことが多いのが実情です。従ってどんなに立派な

デザインでも著者が十分満足するものになりません。 

 

 高額な料金を支払ったのに満足できない表紙しかできないのは悲しいことです。

近年の IT の進化により専門家でなくとも、プロ並みのデザインを簡単に制作で

きるようになりました。そこで著者自らがデザインすることを推奨いたします。

デザイン方法は無限にありますが専門家でない方が一定水準以上のカバーをデザ

インする 1 つの方法を以下にしまします。 
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2.8.2 恰好良く有効なカバーの制作手順 

 特殊なアプリケーションソフトや、グラフィック用のパソコンなどを使わず

日々使用している普通のパソコンとスマホだけで恰好良く有効なカバー案を作る

手順は以下の通りです。 終的なカバー作成は出版社で行いますので、上記はあ

くまでイメージを出版社に伝えるものであることを認識しておいてください。 

(1) MS-PPT の準備：本のサイズ、すなわち「判型」に合致したサイズのマイク

ロソフトパワーポイント MS-PPT（以下 PPT）をカバーイメージテンプレー

トとして用意します。PPT のリボンのボタンを以下の様に操作します。「デザ

イン」⇒「スライドのサイズ」⇒「ユーザ設定のスライドサイズ」⇒「スラ

イドのサイズ指定」。A4、B5 などの標準的サイズはあらかじめ用意されてい

ますので当該部分をクリックすればサイズは OK です。「新書判」「四六判」

などは標準にありませんので幅、高さを前記の記載を見ながら設定します。 

(2) 画像の準備：写真、図表、イラストなどを jpg, GIF などの属性で準備します。

近のスマホの解像度、明るさは従来の高級カメラに匹敵しますので、スマ

ホやデジタルカメラで撮影した写真で非常に綺麗なカバー背景が作成可能で

す。複数の写真をコラージュするのも楽しくアピール度が高いカバーになり

ます。本書のカバーはその一例です。 

(3) 文字入れ：少なくとも「書籍タイトル」、「サブタイトル」、「著者名」は記載

します。「書籍タイトル」は一番重要な情報ですのでフォント、およびサイズ

は重要です。「HGS 創英角ゴシック UB」や「HGS 創英角ポップ体」など、

できるだけ線の太いフォントを使用し、文字サイズは 40 ポイント以上を使用

します。カバーにはあまり細かい文字をたくさん入れない方が良いようです。 

(4) 色変換：PPT でデザインが完成したら出版社に提出します。電子表示データ

は RGB という形式ですが、プリンター印刷の場合は CMYK という形式に変

化します。このため、色合いも変化しますので事前に必ず紙印刷して確認し

ておく必要があります。「グラビア印刷」は元の写真に極めて近い繊細な表現

が可能ですがコストが大きくなります。カバーは「グラビア」、書籍内画像は

「CMYK」という住み分けが良いかもしれません。 

 

裏表紙、背表紙も同じ要領で作成可能です。書籍内容は著者自身が一番理解し

ていますので、それに基づいたデザインを自身ですることが成功の重要な要素に

なります。 終的なカバー作成は出版社で行いますので、上記はあくまでイメー

ジを出版社に伝えるものであることを認識しておいてください。 
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2.9 奥付の作成（出版社） 

 「奥付」とは、本の 終ページ付近に記載されている公式情報を指します。こ

の部分は通常は出版社が作成しますが、著者も内容と構成を知っておく必要があ

ります。奥付には以下のデータが記載されます。それぞれの意味を説明します。 

1) タイトル：本の題名

です。サブタイトル

を記載する場合もあ

ります。 

2) 出版年月日：当該形

態の出版日です。形

態によって異なる場

合があります。 

3) 版番号：内容の大き

な変更があった場合

などに更新されます。 

4) 印刷番号：在庫分が

すべて売り切れ、新

たに印刷・製本する

場合に更新されます。 

5) 著者：本の原稿制作者名称です。 

6) 発行者：出版者の出版部門の責任者です。著者とは異なります。 

7) 発行所：一般的には出版社名称、住所、代表ホームページアドレス、電話番

号です。 

8) 権利マーク©：著作権保有者の名称を英字で記載します。通常は著者になりま

す。 

9) ISBN：ISBN を記載します。 

2.10 ISBN と JAN コードの作成（出版社） 

 カバーの裏側に印刷、4 記載される情報です。内容は前述の通りです。この部

分の制作も出版社が担当します。 
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