
G3ファクシミリの国際標準化に

向かう逸話を披露

2012年４月５日東京・帝国ホテル
において，G3ファクシミリの国際標準
化の功績に対する「IEEEマイルス
トーン」認定の記念式典が開催され，
併せて「IEEEマイルストーン記念講
演会」が開催されました．講演会で
は，IEEE Japan Council History
Committee Chairの工学博士大野
榮一氏による「IEEEマイルストーン
の概要」説明に続いて，武蔵工業大
学（現東京都市大学）名誉教授工学
博士（元 NTT電気通信研究所）山
田豊通氏による「国際標準化に向け
たG3ファクシミリの冗長度抑圧符号
化技術」と題する開発に関する講演，
東海大学元教授工学博士（元 KDD
研究所）山崎泰弘氏による「G3ファ
クシミリにおける国際標準化の役割と
効果」と題した講演が行われました．

記念講演１

「IEEEマイルストーンの概要」

講演の冒頭に大野氏よりIEEEと
IEEEマイルストーンについての説明が

ありました（写真１）．
IEEEは，米国電気学会（AIEE:

American Institute of Electrical
Engineers，1884年創立）と無線学
会（IRE: Institute of Radio Engi-
neers，1912年創立）が1963年に合
併して誕生した電気・電子・情報・
通信分野の世界最大規模の技術者団
体です．IEEEでは，設立時から技術
分野における歴史的価値を認識して，
History Committeeが常設委員会と
して設置されました．これに協力する
専門組織としてHistory Centerが
1980年に新設され，10年後にニュー
ジャージー州のラトガース大学内に拠
点を移して，技術分野の歴史的資産
の保存や研究および普及などの活動を
しています（写真２）．記録の保存作
業や電子博物館と並んで重要な活動
の１つがIEEEマイルストーンである
と大野氏は語りました．
IEEEマイルストーンは，IEEEの広
範な活動分野である電気・電子・情
報の分野において達成された画期的な
イノベーションの中で，開発から少な
くとも25年以上経過し，地域社会や
産業の発展に大きく寄与したと認定さ

れる歴史的な業績を表彰する制度で，
1983年に創設されたものだと紹介され
ました．
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2012年4月5日，G3ファクシミリの国際標準化の功績に対する「IEEEマイルストーン」認定の記念式典

が開催された際に，IEEEマイルストーンの概要や当時のG3ファクシミリの研究開発関係者による，標準

化に向けての苦労話やエピソードなどについての記念講演が行われました．ここではIEEEマイルストー

ン記念講演会の概要を報告します．

IEEEマイルストーン記念講演会報告

おいかわ　 あつし　　 はたけやま のりひさ

老川 淳　/畠山 範久
NTT研究企画部門

写真２　ラトガース大学内にある
IEEE History Center

写真１　IEEE Japan Council History
Committee Chair大野榮一氏



■IEEEマイルストーン受賞歴

大野氏は，代表的な受賞例として
以下のものを紹介されました．18世紀
のベンジャミン・フランクリンやボル
タの電池，19世紀におけるエジソン研
究所やマルコニーの無線通信，マクス
ウェルの方程式など，そして20世紀の
フレミングの二極管やラジオ，TV，ト
ランジスタ，インターネットなどを示
しました．次に，八木・宇田アンテナ
や富士山レーダ，東海道新幹線，日
本語ワープロなど，日本の受賞例を示
しながら，それらを「科学・技術遺産
論文・基本特許」「新製品・新サービ
ス」「産業遺産・社会インフラ」とい
う基軸で分類・マッピングして紹介し
ました（図１）．その中で，日本のイ
ノベーションが各フィードでバランス
よく進められてきたことが，改めて浮
き彫りになりました．
■G3ファクシミリ国際標準化の社

会的意義

大野氏は，NTTとKDDIの綿密な
コラボレーションによって開発された，
２次元符号化の「MR（Modif ied
READ）方式」は，G3ファクシミリ
実現のためのもっとも革新的かつ効果
的な手法であるとしたうえで，国際標
準の確立に果たした役割の大きさをア
ピールし，今回のG3ファクシミリの国
際標準化に対するIEEEマイルストー
ン認定は，その成果に対する評価であ
ると明言しました．またそのリーダシッ
プが，1980年代におけるG3ファクシ
ミリの国際的普及と，以降の定着を
決定づけたことの貢献度は極めて大き
いと語りました．
最後に大野氏はIEEEマイルストー

ンの活用に関して，①過去に学び，未
来を拓く，②技術と技術者の再評価，
③成果の保存・共有と活用，の３つ
を挙げて本講演を締めくくりました．

記念講演２「国際標準化に向けたG3

ファクシミリの冗長度抑圧符号化技術」

ファクシミリは，グラハム・ベルの
電話の発明に先立つこと33年，早く
も1843年に英国のベインによって発明
されていました．
山田氏は「当時からファクシミリは，
画像情報を離れた場所にそのまま伝送
することができるという利便性から，
さまざまな可能性が期待されていまし
た．しかし，ファクシミリは実はTV
よりも複雑で多様な技術の統合システ
ムであり，その複雑さが仇となって長
い間普及が進まなかったので，“眠れ
る巨人”と呼ばれていたのです」と語
りました（写真３）．
そして山田氏は，原稿の画像情報

を光電変換して通信回線を介して伝
送，それを受け取った側は変換された
情報を同期して，復調記録するという
ファクシミリの原理を説明しました
（図２）．
また，ファクシミリと似た技術であ

るTVと比較しても，１画面での画素
数がハイビジョンTVの倍の400万画
素の高解像度になり，さらにTVには
不要な記録・定着という技術，副走
査にモータによる紙送りも必要となる

ことを述べ，そのような背景から，普
及には1970年代の半導体技術の登場
を待つ必要があったことを強調されま
した．
■G3ファクシミリのニーズの高ま

りとシーズの醸成

1970年代には，高速で電話網でも
利用できる新たなファクシミリの開
発が進みました．山田氏はそのニーズ
の高まりの背景を次のように説明しま
した．
「ファクシミリは，それ以前も電報
や天気図，報道写真など，専用線を
用いた特定の業務に特化した装置とし
て活躍していました．しかし国際化が
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図１　IEEEマイルストーン過去の日本での受賞 
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写真３　武蔵工業大学名誉教授
山田豊通氏



進行する中で，専門のオペレータが必
要だったテレックスの代替手段として，
より手軽に国際的な相互接続を，し
かも高速，高品質で実現する電話網
用ファクシミリの必要性が高まって
いったのです」．
さらに，1980年に向かう日本には，

それを可能にする条件が熟成しつつ
あったことを指摘しました．すなわち，
1 9 7 0年代のTT L（T r a n s i s t o r
Transistor Logic）や，その後の
LSIなどの半導体技術の進歩や1972
年の電話網開放，4 800～9 600 bit/s
という高品質な電話回線の整備，さ
らに情報社会の進化（OA化の進展）
などの背景の中で，ニーズとシーズが
マッチすることによって，“眠れる巨
人”がやっと目覚めたと山田氏は解説
しました．さらに当時のNTT北原安
定副総裁の「10万円FAX構想」のも
と，操作が簡単で低廉な小型端末機
（ミニファクス）の開発やFネットサー
ビス（ファクシミリ通信網サービス）
も始まり，光電変換技術と記録技術
の固体化が一挙に加速されました．こ
れらは，小型化・高速化・デジタル処
理などを不可欠とするG3ファクシミリ
の実用化の追い風となったことも述べ
られました．
■日本案として統一された２次元

逐次符号化「READ方式」

一方G3ファクシミリには，A4サイ
ズの標準原稿を１分で伝送したいとい
う期待があり，そのためには冗長度抑
圧符号化方式の導入が不可欠だった
と山田氏は語り，伝送誤りのない鮮明
な文書通信のためには，画品質劣化
を抑える技術が必要であり，他方では
国際標準化による相互通信性の確保
も重要な課題だったとも述べられま
した．
冗長度抑圧符号化方式とは，エン

トロピー符号化（発生頻度の高い状
態に少ない符号を割り当てる）によっ
て送信する元原稿のデータ量を圧縮す

るものです（図３）．その際の最大の
課題は，いかにエントロピーの低い，
つまり発生頻度の高い状態識別法を
発見するかということだったと山田氏
は振り返りました．
また，G3ファクシミリ向けの冗長度
抑圧符号化方式について，「走査線間
の相関の利用の仕方により，１次元
符号化，２次元一括符号化，２次元
逐次符号化に分類されます．１次元
符号化は，隣接走査線間の相関は使
わず，各走査線ごとにランレングス
（同一色の連続する画素の数）により
符号化を行います．MH（Modified
Huffman）符号を使用する１次元ラ
ングレス（RL）符号化方式は，後に
G3ファクシミリの基本方式として勧告
化されました．２次元一括符号化は，

隣接する２本の走査線ごとに，まとめ
て符号化するもので，1975年郵政省
（現総務省）により，行政用標準ファ
クシミリに採用されました．２次元逐
次符号化は，直前の走査線との相関
を使いながら逐次符号化を行うもので
す」と説明されました．
G3ファクシミリ用の冗長度抑圧符

号化方式として，KDDIは２次元逐
次符号化方式の１つである変化点相
対アドレス符号化（RAC: Relative
Address Coding）方式を，NTTは
境界差分符号化（EDIC: Edge-
Difference Coding）方式を各々
CCITT（ Comite Consultatif In-
ternational Telegraphique et Tel-
ephonique，現ITU-T）に提案して
きましたが，世界中のファクシミリが
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図２　ファクシミリの原理 
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図３　冗長度抑圧符号化方式 
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相互に通信できるためには単一標準が
必須であったことも解説されました．
そこでまず日本国内での一本化作業が
必要となり，1997年４月から，郵政
省が設置したファクシミリ通信方式部
会において，産官学によるオールジャ
パンとしてのG3ファクシミリの国際標
準化に向けた検討が開始され，冗長
度抑圧符号化方式としては，２次元
逐次符号化方式を日本統一案とする
ことで合意され，統一案作成がNTT
とKDDIに委ねられた経緯も紹介され
ました．
NTTとKDDIは，それぞれのRAC

方式とEDIC方式を統合した日本統一
案としてREAD（Relative Element
Address Designate）方式を発明し
（図４），CCITTに正式提案しました．
その結果，1979年11月のCCITT
SGXIV京都会合において，さらに装
置化の容易性を考慮したMR方式への
ブラッシュアップによって，厳しい国
際間競争を征してG3ファクシミリのオ
プションである２次元方式の単一の国
際標準として合意され，1980年に
CCITTより勧告化されたことを紹介
しました．
■国際的な普及拡大が加速

山田氏はMR方式誕生については，
「READ方式は，垂直モードの符号量
と水平モードの符号量の少ないほうで
符号化を図りました．これに対して国
際標準化方式となったMR方式は│d│
≦ 3の場合にのみ垂直モードで，それ
以外は水平モードで符号化をするとい
うアルゴリズムの簡略化の要請を日本
が受け入れ合意されたものです」と語
りました．
1980年の国際標準化達成以降，

ファクシミリの設置台数は急激な右肩
上がりを示し，1996年には2 500万台
を突破したこと（図５），また，従来
「ファクシミリは漢字圏の日本では普
及するが，アルファベット文化圏では
それほど必要とされないといわれてい

ましたが，実際の設置台数比率を見
るとむしろ欧米に過半数以上が設置さ
れ，国際社会にすっかり根づいたこと
が分かります」とG3ファクシミリの普
及状況を感慨深く語られました．

記念講演３「G3ファクシミリに

おける国際標準化の役割と効果」

山崎氏は，1843年に発明されなが
ら，なかなか普及が進まなかったファ
クシミリの歴史に触れ，A４サイズ原
稿の伝送に６分を要していた“G1”
アナログ機，３分かかった“G2”ア
ナログ機など1970年代のファクシミリ
が抱えていた課題について，解説され
ました（写真４，図６）．
データ圧縮やデジタル化によって①

高速化（圧縮率を高め通信料の低廉
化），②高信頼性（画質に乱れがなく
鮮明な品質），③相互通信性（世界
中の端末との通信），の３つを持った
方式の開発が，1970年代の目標でし
たが，アナログファクシミリ通信はこ
れらを満たしていなかったと山崎氏が
指摘されたように，当時におけるファ
クシミリの課題は，A４サイズの原稿
を１分間で伝送する１分機を実現す
る高能率符号方式の確立でした．つ
まり受信精度を高め，画質に乱れのな
いファクシミリ通信の信頼性確保，そ
して機種やメーカに依存することなく，
世界中で自由なやり取りが可能になる
相互接続性の確立でした．「そのため

には，国際標準化が不可欠だったので
す」と山崎氏は強調されました．
G3ファクシミリの国際標準化を巡

るCCITTの研究委員会は，1977年，
1978年 ジュネーブ，1979年 京都
（写真５），1980年 ジュネーブと毎年
開催されました．山崎氏は当時の様子
を「ここにおける国際間競争は，非常
に激烈なものだったといえます．また，
この国際会議の公用言語は英，仏，
露，中，西語であり，日本陣営は言語
面のハンディを乗り越えつつ，自らの
方式の優位性を訴えていかなければな
らなかったのです」と振り返りました．
■NTTとKDDIのコラボレーション

が結実

日本では，NTTとKDDIがそれぞれ
独自の符号化方式を開発していまし
た．しかし，国際標準を獲得するため
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図４　RAC方式とEDIC方式を統合したREAD方式 
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には，どうしても日本統一の単一標準
を築くことが必要だったのです．
当時の状況について山崎氏は，「そ

こで当時の郵政省の指導のもと両社が
連携して統一化を推進し，KDDIが
開発したRAC方式とNTTのEDIC方
式，両社の方式の良いとこ取りを図っ
て，両方式の圧縮率をさらにしのぐ統
一案としてREAD方式を築いたので
す」と語りました．READというネー
ミングは，２方式の文字をマージした
ものですが，“Relative Element
Address Designate Coding
Scheme”として新たにリリースされ
たものというエピソードも紹介されま
した．
また，デジタルファクシミリは，画

像を左から右へ（主走査），上から下
方向へ（副走査），と読み込んでいき，
ここで得られる白・黒の画素は，１
mmごとに８画素です．A４サイズ原
稿１枚当り，標準解像度でも200万
画素，高解像度では400万画素にも
及ぶことを紹介し，その技術の複雑さ
を指摘しました．
さらに，「欧米諸国は，主走査のラ

ンレングスを１行ずつ読み込んでいく
１次元符号化方式を採用しており，
MH方式として統一化を図ってきまし
た．これに対して日本側が提案した
READ方式だけが，直前のラインを参
照しながら，次のラインとの差分や変

化点に着目して符号化を図る２次元
符号化方式だったのです」と振り返り
ました．
■世界中がつながる素地を形成

CCITTで１次元方式の標準化が
MH方式で決着した後，欧米諸国も
次第に２次元方式の有効性に着目す
ることとなり，具体的な２次元方式を
提案してきたことを山崎氏は述懐さ
れ，各国の２次元方式への期待度が
高くなってきたことを語られました．そ
こで1979年の最終評価に際しては，
国際規模の計算機シミュレーションに
よる伝送実験を実施，フランスが標準
テスト原稿を磁気テープで提供，ドイ
ツが電話回線で収録した実際の誤りパ

ターンを提供，米国で紙面に印刷，さ
らにそれをオフセット印刷して配送す
るという方式がとられたことを説明し
ました（図７）．
標準化に向けた評価項目は，①圧

縮率（送信する情報量の符号化によ
る削減比率），②画像品質（伝送誤
りによる画質劣化の低減），③複雑性
（装置化が容易であること），④その他
（特許など），であったことを紹介され
ました．
また，「符号化の標準化に際しては，
READ方式を含め各国から７つの方式
が提案されました．世界規模での評価
試験の結果，READ方式は圧縮率が
もっともポイントが高かったものの，画
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図６　G1機，G2機からG3機へと進化した電話網ファクシミリの変遷 
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写真５　京都国際会議場

写真４　東海大学元教授 山崎泰弘氏



像品質については大きな有意差は認め
られませんでした．しかし，すでに商
用化の実績を築いていたことから，そ
の価値が認識されREAD方式を軸に
議論が交わされ始めたのです」とその
後の経緯について解説されました．
一方，READ方式はアルゴリズムが
やや複雑だったことから，具体的な装
置化をより容易になるものとして修正
を加え，MR方式へとバージョンアッ
プが図られたことも述べられました．
■単一国際標準化が普及を急速に

促進

以上の努力が功を奏し，MR方式は
ついにG3ファクシミリの世界標準とし
て認められたのです（図８）．
日本では1978年には，約６万5 000
台のファクシミリしかありませんでし
た．それが1980年のG3ファクシミリ
の標準化以降，2010年度では年間
1 500万台を超える出荷生産台数（図
９），約60％の家庭普及率（複合機，
PC等に搭載を含む）となっているこ
とを紹介された山崎氏は，「２次元符
号化方式は１次元符号化方式のオプ
ションとして位置付けられ，辛うじて
日の目を見ましたが，その後のファク
シミリは２次元方式が主流となり地球
的規模での普及を加速させました」と
G3ファクシミリの標準化の功績を語
られました．
このようにG3ファクシミリは，国際
単一標準化を進め，ファクシミリ端末
を（電話）回線につなぐだけで即座に
文書通信が可能になる社会を実現さ
せました．このことについて山崎氏は
「これこそがCCITTが目指した相互通
信性の確保を実現したものといえます．
さらに特許の無償提供などを進めるこ
とによって，国家やエリア，メーカの
違いなどに縛られず，世界中のあらゆ
るメーカの端末ともつながる信頼性の
高いファクシミリの文化に成長し，ま
た大量生産によって低廉化が実現した
ことで，世界のビジネスシーンはもち

ろん，一般家庭にまで急激に浸透する
契機を築いたのです」と語られ，講演
を締めくくりました．

◆問い合わせ先
NTT研究企画部門

R＆D推進担当（技術渉外）
TEL 03-5205-5324
FAX 03-5205-5369
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図７　1979年に実施した国際評価実験 
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図８　READ方式を改良したMR方式の原理 
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図９　デジタルファクシミリと複合機の出荷生産台数（輸出を含む） 
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