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ワープロのユーザ層の広がりとともに求められる機能は多様化している。 ここでは1995年から1996年

春にかけて商品化しだ次の4種類のワープロの概要を紹介する。 高速応答のカラー液晶表示装置をもちテレピ放

送受像回路を内蔵しだマルチメデイアワープD Ruoo JW-V900, 、おまかせ文書作成機能" “人物輌郭自動抽

出機能
”

など初めてワープロに触れる人でも楽しめる低価格カラーワープD Ruoo JW-V600， 高性能なOCR

COotical Character Reader)とワープロ業界初の
＂
英巳翻訳支援機能および最高水準の変換率の精緻（ち）

化かな漢字変換機能
＂

を備えだl＼イクラスのRuoo JW-V700, Ruooの操作性を継承し， 800X600ド

ットのカラー液晶をもちWindows® （沈 1）上で動作するRuoo WPC5000である。
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Word processors are required to provide increasingly high performance as growing numbers of people come to use them for 
various types of work. Toshiba has been supplying the following four types of word processors since 1995: (1) the Rupo JW
V900, a multimedia word processor equipped with a high-speed-response LCD and TV-signal receiver; (2) the Rupo JW-V600, a 
low-price color word processor suitable for beginners because of its auto-document-making and object-outline-recognition 
functions ; (3) the Rupo JW-V700, a high-performance model with a powerful optical character reader (OCR) function as well as 
English-to-Japanese translation and advanced kana-to-kanji capabilities; and (4) the Rupo WPC5000, a model that works under 
the Windows system and is equipped with a wide color LCD of 800X600 dots 

国まえがき

近年， ワープロに求められる機能はますます多様化し，

これまでの文字中心の文；！｝作成機からカラフルなイメージ

も扱え， かつ枯本性能ではさらに芯j度な作業をflfj単にでき

ることが要求されるようになった。

ここでは， そのような市場の変化を背般に1995年·から

1996年春にかけて商品化した4種類のワープロの概要を，

そのハー ドウェア構成に中心を附いて述べる。

日最近のワ ー プロとその特長

2.1 仕様

表1にRupo JW-V900/600/700のハー ドウェア仕様を

示す。 各機種ともに表示モジュ ー ルやインタフェー スによ

り特長を出すことで、 それぞれがRupoシリ ー ズのラインア

ップとして幅広いユーザにこたえている。

以下に各機種の特長を紹介する。

2.2 JW-V900 

Rupoで初めてカラ ー液品を採川。 業界初のテレビも見ら

れるマルチメディアワー プロでもある。 ビデオ入力／カラ

ーイメー ジスキャナインタフェー スも備えており． ピデオ．

(i:i, I) Windows (i, MicrosoftネJ•ーの商標。

表l. Rupo JW-V900/600/700のハー ドウェア概略仕様
General hardware specifications of Rupo JW-V900/600/700 
models 

機
JW-V900 JW-V600 JW-V700 

熱転写方式罷大B4判縦用紙， マルチカラ ーリポン対

印 刷
応， 最大233字／秒，3行プリンタ
カセット(A4/BS判用 ， はがき用）給紙機構装覆付き，
スキャナ付き(V700だけ）

文書保存 2DD/2HD対応フロッピーデイスクXI

キーポー ド 76キー 75キー

メンプレン方式 メンプレン方式

表示画面
10.4型STN 10.4型STN IO. 7型STN
高速， カラ ー LCD カラーLCD モノクロLCD
PCカー ド(TYPE Ill) 
RS232C 
ピデオ／音声入力 PCカード(TYPE Ill) 

インタフェ ース イヤホンジャック ビデオ入力 RS232C 
テレビチュ ーナ／ テンキー

映像出力
テンキー

その他
スピー カ内蔵
音量調節ポリューム

電
ACアダプタ 内蔵電源コ ー ド分離

源
DC 25 V I I A AC 100 V I I A AC 100 V I O A 

質量(kg) 7.0 6.5 6.4 
外形寸法(mm) 376 X 398 X 90 376 X388X 85 

STN: Super Twisted Nematic 

写真などからの画像を取り込み， 好みに合わせて処理し，

はがきなどへの印刷がiitj単にできる。 文打入力の際には，

従米のモノクロ画面にはないカラ ー画面を生かした編集機
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