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発行 株式会社
ジャストシステム
定価 0円

記念コンテンツ
続々公開中！

使って便利！ 見て楽しい

ビジネスもおまかせ

【右】
詠太10の
新話者RISA

メール 軽快・安心

Shuriken 2018

/R.2

ヒストグラム、箱ひげ図、パレート図などが
グラフに追加され、Excel 2019に追加され
た新しい関数への対応を強化されている。

軽快さとセキュリティの高さが特
長のメールソフト。ZoneIDに対
応し、危険な添付ファイルの実行
防止に貢献する。

3大ツールそろい踏み

一太郎2020 プラチナ [35周年記念版] には、ワープロ機能に加えて、幅広い文書作成を可
能にする表計算やプレゼン、さらに一太郎との相性も良いメールソフトが搭載されている。

この新聞は一太郎2020 プラチナ
[35周年記念版] に搭載された、
モリサワフォント26書体および
花子2020、JUST PDF 4 [作
成]を用いて制作されています。

/R.2

PDFデータの再利用もかんたん

選択文字を強調する蛍光ペン機能が登場し
た。デザインや各種効果を活かしたスライド
作成がこれ1つで完結するのが強みだ。

JUST PDF 4 [データ変換]を使っ
て、PDFから表計算(XLSX)、プレ
ゼンファイル(PPTX)への変換も可
能なので、ぜひ活用したい。

ダウンロード版 新発売！

編集後記

新幹線金沢へ

などを幅広い観点からチョイスしたイラスト集

JUST Calc 4

３５年にわたる日本語文書の作成
ノウハウ、これまで愛用してきたた
くさんの人々の声を反映した〝理想
の文書環境〟をひとつの形に仕上げ
た の が 一 太 郎２０ ２０ プ ラチ ナ
［３５周年記念版］だ。
さまざまな搭載内容は、「日本語
ワープロのチカラを最大限に発揮す
る」「使う人の思いを伝える文書に
仕上げる」という目的のもとに選ば
れたものばかり。この極上の快適さ
が、まさに令和の新スタンダードと
言える。ぜひ、プラチナで驚きと喜
びを実感してほしい。

アニバーサリーイヤーの恒例となった限定機能として、
「フォトモジ」が搭載された。かんたん操作で文字の形に写
真を切り抜く手軽さが大きな特長。写真のみ、文字のみでは
伝えきれないニュアンスを一枚の画像に込めることができ、
使って楽しい機能に仕上がっている。
また、発売から２度目の改元を迎えたことにちなんで、記
念コンテンツ「昭和・平成・令和 時をかけるイラスト70」
も収録されている。眺めているだけでも時代の移り変わりを
感じることができるこのイラスト素材は、文書の一隅にその
まま盛り込むだけでなく、年表作りに役立てたり、見てアイ
デアを紡ぎ出したりと、自由な使い方で活用できそうだ。

▲これまでの歩み、そしてこれからの
未来をイメージさせる記念ロゴ

８０年代の人気者

石油危機

表計算 グラフ・関数を強化

JUST Focus 4

ソフト＆コンテンツ

TVに釘付け

これまで容量面
で見送られていた
音声データをフル
搭載したことで、
人間に近い自然な
イントネーション
を実現している。

プレゼン 快適度アップ

35周年記念の限定

【左上】写真を選んで文字列と書体、効果などを
設定する、かんたん操作のフォトモジ
【左下】1945年から2019年まで、流行や風物

音 声 読 み 上 げ ソ フ ト ・ 詠 太 も い よ い よ １ ０周 年 。 新 た に
日 本 語 話 者 と し て 登 場 し た Ｒ Ｉ Ｓ Ａは 、 新 世 代 話 者 の 実
力を 発 揮 するだけ なく、エン ジンの進化 によってよ り力
を発揮することが期待される。

注目ポイント
満載の進化版

固有名詞の解析が強化され、人名と地名の読み上
げでは、このような事例で精度がアップした。

一太郎Ｗｅｂ

一太郎２０２０は、
赤いパッケージのワー
プ ロ単体製品に加え
て、輝く金色の上位版
製品の２ラインナップ
で登場した。新しい一
太郎は、文書のスター
ト地点となる入力に焦
点を当て、さまざまな
機能強化を果たした。
【詳細は２面】
また、理想の環境を
生み出すために作られ
た一太郎２０２０ プ
ラチナ［３５周年記念
版］は、文書作りを豊
かなものにする機能が
目白押しだ。
【詳細は３面】

▲プラチナ搭載機能を活用すると、魅力的な文書作りが実現

地名も人名も的確に読み上げ

次 世 代 話 者 の 実力

2月12日

《話題》4

まさにプラチナ級！極上の環境へ

^ はアクセントを付ける位置（強く発音）

2020年(令和2年)

2020
誕生
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ＲＩＳＡは、詠太９で登場したＡ
ＫＩＲＡとともに、新世代話者とし
て「クリアで聞き取りやすい声質」
が大きな特長。
会話文との読み分けや、英文読み
分け機能などを活用して、一太郎で
の文章チェックや、Ｗｅ ｂブラウザ
ーの記事の読み上げといったシーン
で、大いに活躍しそうだ。

【左】一太郎2020
【右】一太郎2020 プラチナ [35周年記念版]

35周年

www.ichitaro.com/35th/

たゆまず積み重ねた進化に、新たな１ページが追加された。 ２月７日、一太
郎 ２０ ２０がついに全国で発売。３５周年記念マークがついた最新版は〝超
入力〟のコンセプトに沿ったさまざまな強化が行われている。スマートフォ
ンアプリとの連携や文書校正機能のパワーアップなどにより、より多彩な文
書作成に活躍しそうだ。

赤＆ゴールドのNEWパッケージ

号 外
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超入力
一太郎

1《総合》

統合グラフィック
ソフト

花子2020

ポスターや
教材に便利

部品増量
23,000点超

優待版ダウンロード価格

5,720円[税込]

空前絶後
超絶怒濤の

驚愕ボリューム！モリサワフォント

表記のゆれをチェック
株式会社
合同会社
相互会社
学校法人
一般社団法人
社会福祉法人

（株）
（同）
（相）
（学）
（一社）
（福）etc.

▲株式会社と（株）の混在を
統一するのにも便利な設定

見るものすべてが
文書作りの材料になる

や掲示物、看板などさまざ
まな文字を読み取ることが
できる。
長い文章も即座に読み取
ってテキストにすることが
できるので、「文字起こし
するのが大変そう」と思っ
ていた素材を活用するのに
うってつけだ。もしスマホ
を持っているならば、効率
よく文書を作るために、常
時持ち歩きがおすすめだ。

推測変換の強化
類語探しにも便利

一太郎で編集

一太郎に欠かせない、日
本語入力システムＡＴＯＫ
も、入力効率アップに貢献
する機能が続々登場。
推測変換は２文以上にま
たがる文章の提示に対応し
た。辞書が一新された連想
変換は、似通った表現を何
度も書き直していると言い
換え候補を自動提示する機
能も追加されている。

【右上】PDF・画像の内容を文字認識（OCR）
エンジンでテキスト・表・画像に分割
【右下】メニューから開く操作のほか、ドラッグ
＆ドロップでもファイルを開くことができる

書き直しの操作を察知
①「明らか」
→削除
②「はっきり」
→［BackSpace］キー

▲似たような表現を
先回りして提示

表

外出先やリビングな
ど、パソコンが手元にな
い状況でも、文書作りの
素材はいたるところで見
つかるもの。こうしたシ
ーンで一太郎ができるこ
とを考え抜いて誕生した
のが、スマホアプリ一太
郎Ｐａ ｄと、文書作成を
アシストする新機能Ｐａ
ｄビューアである。
一太郎Ｐａ ｄのカメラ
機能を用いて、紙の文書

画像

納得のフィーリング

文字

PDFが一太郎で
開けるように 画像も
OK
一太郎2011 創に搭載され好評だっ
た国語辞典『大辞林』が、昨年秋に第
四版を刊行。これに合わせて、大辞林
4.0 for ATOKがいち早くプラチナに
搭載された。[Ctrl]キーひとつで一太
郎上で調べられる。
２６万９千項目を収録しており、顔
認識・禁煙外来・キャラが立つといっ
た新しいことばにも、的確な説明が行
われている。もちろん、新元号「令
和」の項目も用意されている。

Padビューアへ

▲テキスト補正の設定

《超入力》2

掲示板や
ポスターの
情報を保存

一太郎Padから

最新ＡＴＯＫ

プラチナ一押し機能

▲令和の大改訂で、こんな項目にも
詳しい説明が

名刺や封筒の
住所・名前を
住所録に♪

一太郎ならではの
テキスト整形力

一太郎2020 プラチナ [35周年記念版] を導
入したパソコンならば、表計算やプレゼンな
ど、さまざまなソフトで幅広く利用でき、
PDFや電子書籍での配布にも使用できる。

紙の書類の
文字起こしを
一瞬で！

手紙や
はがきの
文面をメモ！

パソコンに接続して取り
込む際には、テキスト補正
機能が活躍する。不要な半
角スペースや全角・半角文
字の混在など、文書に盛り
込む前にチェックしてまと
めて処理できる。一太郎な
らではのこまやかな配慮で
文書作成の効率がますます
アップする。

一太郎２０２０プラチナ

［３５周年記念版］

すずむしを
冊子タイトルに

スマートフォン・タブレット専用メモアプリ一太郎Padも、いよいよお披露
目。一太郎を持っていなくても利用できるが、一太郎2020と連携すればフル
パワーの働きぶりとなる。
キーボード入力だけでなく、写真からの文字の読み取りなど、モバイルデバ
イスならではの使い方も大きなポイントだ。文書作成時の新しい入力ツールと
して、ぜひ便利に使いこなしたい。

一太郎・花子だけじゃない！

プラチナに新搭載された
Ｊ ＵＳＴ ＰＤＦ ４［デ
ータ変換］がインストール
された環境では、一太郎で
ＰＤＦや画像ファイルを開
けるようになった。
ＰＤＦの文字や画像を編
集可能な形に変換して文書
として扱える。元ファイル
の所在が不明でＰＤＦや画
像ファイルでしか残ってい
ないケースでも、データの
再利用がスムーズになる。

4.0

調べてわかる安心感

大辞林

ＵD新ゴを
ポスターに

《バージョンアップ版価格》３万０８００円［税込］

▲左：（上から）A1明朝／正楷書CB1／隷書E1
右：（上から）解ミン 宙／きざはし金陵／すずむし

使い分けよう
街でよく見る
あのフォントも！ かな書体

▲かな書体の使用例（上から）リュウミン＋リュウミン
オールドがな／UD新ゴ＋ネオツデイ 小がな

一太郎Pad発進

話題騒然となっているのが、史上空前の収録書体数となった、モリサ
ワフォント26書体だ。プロ愛用のリュウミンを筆頭としてUDフォント
やかな書体、近年注目されるA1明朝・すずむしなど個性的なフォントが
詰まった魅力のラインナップとなっている。
同じファミリーで太さが異なる書体を使い分ければ、均整のとれた文
書に。使いでのある限定フォントはぜひ手に入れたい。
２ファミリー・８書体を収
収録書体は、いずれも多数
の採用事例を持つ人気のもの 録したかな書体。リュウミン
ばかり。読みやすく、見間違 には「オールドがな」のシッ
えにくいといったユニバーサ クな雰囲気がベストマッチ。
またＵＤ新ゴには「ネオツ
ルデザインの観点から採用が
進むＵＤフォントを、２ファ デイ こがな」の組み合わせ
ミリー・計８書体収録したの で、モダンな書体に軽やかさ
も、誰にでもやさしい文書の が加わる。
一太郎の書式設定では漢字
作成が求められる時代に合わ
せてのセレクトだ。他にも出 や欧文と別に「かな書体」を
版物や広告で目にする書体が 指定できるので、ぜひ味わい
の違いを楽しみたい。
目白押しとなっている。

▲（上から）リュウミン／UD 黎ミン／UD新ゴ
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一太郎２０ ２０

一 太 郎 新 聞

《バージョンアップ版価格》
８８００円［税込］

26書体が大集結

3《文化・生活》

一太郎2020
さまざまな
入力様式に対応
アプリだけでなく、一太郎の機能もパワー
アップ。フォーマルな文書を使う人に便利な
校正項目が加わった法人等略語チェック、住
所表記チェックをはじめ、細かく行き届いた
編集環境へと進化している。

ふりがな一括入力

誤読しやすい語・読みづらい語に絞って
ふりがなをまとめて入力

文節改行

文節区切りになるよう行末を折り返して
読みやすさを向上させる

ハイライト表示

カーソルのある行を色付きで表示して
執筆に集中しやすく、読み返しやすく

文字数の表示

基本編集パレットを閉じていても
ステータスバーに表示できるように

