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メールやWebなど，インターネッ

トでのテキスト通信では，テキスト

の各文字に割り当てられた文字符号

（文字コード）が用いられています．

テキストは，表示文字だけがやり取

りされているわけではありません．

HTMLのように，テキスト情報を

使って，テキストの「構造」の情報

もまたやり取りされています．ここ

では，このようなテキスト情報交換

の基本となる文字符号について，そ

の仕組みと標準化の動向について解

説します．

文字符号の制定の経緯

表１に，現在のWebなどのHTTP
通信の送受信の双方で，画面を正し
く表示するために使用される規格を階
層的に示します．現在は文字符号の上
層に，漢字などの異体字情報を交換す
る仕組みや，文字を画面に表示する
フォント規格があります．テキストを
構造化するための規格には，XML，
HTML，MIMEなどがあり，または構
造化されたテキストを画面に正しく配

置し，あるいは修飾を施すための規格
としてCSSがあります．このように，テ
キスト情報はほかのすべての情報の基
盤となります．
1960年代から，コンピュータでの情

報交換を目的とした文字符号体系は
世界各国でばらばらに決められていま
した．例えば日本はJISコード，米国
はASCII，中国はGBコードといった
具合です．これら各国の文字符号体系
は，ASCIIを除いて基本的に同時に使
うことはできませんでした＊１．
また，各文字符号体系では，同じ

文字に異なる符号がばらばらに符号化
されるため，国際情報交換や検索など
に不便な場合がありました．そのため，
1980年代終わりごろから，各国でばら
ばらだった文字符号をより大きな１つ
の文字符号体系に統一し，その大きな
文字符号体系で世界中の文字情報の
交換をするための規格づくりが始まり
ました．この規格づくりには各国の利

害調整等の紆余曲折がありましたが，
1992年，国際文字符号標準（UCS:
Universal Coded character Set）
として出版されました（1），（2）．UCSは
「ユニコード＊２」と呼ばれる業界団体
が定める文字符号体系と基本的には
内容が一致しています．
日本では長らく，文字符号の標準規

格としてJISが決めたJISコードや，そ
の亜種が使われていましたが，近年イ
ンターネットのグローバル化に伴い，世
界標準のUCS符号（ユニコード）に移
行しつつあります（図１）．

日本の文字符号の標準化の最新動向
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表１　文字に関する各種規格とその階層

階　層 標準・団体

文書配置・修飾 CSS（W3C）

文書構造
HTML（W3C），XML（OASIS），

SGML（ISO/IEC）

フォント
WebFonts（W3C）

OpenType（Apple，Adobe）

異体字・グリフ Unicode

文字符号と属性 Unicode，ISO/IEC 10646

＊1 切り替えて使うためにはISO-2022エスケー
プ・シーケンスと呼ばれる特殊な符号で切
替えを行っていました．現在でも日本の電
子メールは主にこれを使っています．

＊2 ユニコード：ユニコード・コンソーシアム
という米国の非営利団体が制定している文
字符号規格です．UnicodeとUCSは技術的内
容が一致するように決められています．
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UCS符号の構造

UCSでは，世界中のすべての文字，
１文字１文字がUCSの符号位置に割
り当てられます．UCS符号は６万
5536個ずつの「面（plane）」と呼ば
れる区画に分かれて管理されており，
第０面から16面の合計17面，すなわ
ちおよそ110万の符号位置の空間があ
ります（図２）．2013年現在，そのう
ち10万個の符号位置に文字が割り当
てられています（このうち７割以上が
漢字です）．UCS符号位置の表現に
は，16進数４～６桁の先頭に「U+」
というプリフィックスが付加されます．
例えば「a」という文字には「U+0061」
という符号が，また「漢」という文字
には，「U+6F22」という符号が割り
当てられています．世界各国の主要な
文字の符号化は20世紀にほぼ終わり
ましたが，現在でも特殊記号・古代文
字・少数民族の文字などが次々と追加
されています．
文字符号を使って実際に通信する際
には，符号位置を８bit符号や16 bit
符号などの符号単位に沿って表現し直
し（符号化形式），さらにそれを通信
用にシリアル化（符号化方式）しま
す．符号位置と符号化形式・符号化
方式の対応を図３に示します．現在の
インターネットでは，ASCIIと上位互
換な８bit符号単位で符号化される
UTF-8方式がよく使われています．ま
た，Windows などのOSやJavaでは，
内部の符号化形式としてUTF-16を用
いています．
UTF-8 は，UCSの符号位置を，そ

の位置に応じて８bit（１バイト）符
号１～４個で符号化します．また，
UTF-16は，UCSの符号位置を，16
bit符号単位１～２個で符号化します．
UTF-8の符号とUCSの符号位置の対
応表を表２に示します．この表に見ら
れるように，UTF-8では，第１バイト
の先頭ビットを見るだけで符号化が判
断でき，また第２バイト以降のバイト
は先頭バイトと区別できるようになっ
ています．

異体字データベースと

UCSで符号化される文字は，抽象

化された文字です．例えば「漢」とい
う文字は，それが明朝体，ゴシック体
にかかわらず，または微妙なはねやは
らいなどの違いがあっても，すべて同
じ符号が割り当てられます．
しかし，行政上の人名のように，符

号としては同一な字形を異体字として
区別したい場合があります．例えば衆
議院議員の議員ホームページにおける
「議員氏名の正確な表記」というペー
ジでは，「�」のしんにゅうが１点か２
点か，または「隆」か「�」かの違いな
どが注記されていて，名前については
漢字の細かい違いにこだわりを持つ人
がいることが分かります．UCSはこの

UCS符号の構造

異体字データベースと
異体字セレクタ

65536 
× 
17＝ 
約110万 

第０面 U+0000～U+FFFF

U+10000～U+1FFFF

U+20000～U+2FFFF

世界中の一般的・文字 

古代文字や特殊文字，音楽記号等 

あまり使われない漢字 

３～14面は未定義，15，16面は私用面 

U+100000～U+10FFFF

第１面 

第２面 

第16面 

図２　UCS 符号の構造 

文字 

漢 U+6F22

符号 

E6 BC A2（UTF-8） 
E6 BC A2（UTF-8） 

6F 22（UTF-16BE） 

22 6F（UTF-16LE） 

00 00 6F 22（UTF-32BE） 

22 6F 00 00（UTF-32BE） 

6F 22（UTF-16） 

00 00 6F 22（UTF-32） 

符号化形式 
符号化方式 

図３　文字・符号・符号化形式・符号化方式 
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ような特定の分野において，通常の漢
字符号では区別されない漢字の異体字
を区別するための「漢字異体字データ
ベース（IVD: Ideographic Variation
Database）」と呼ばれるデータベース
と，データベースに登録した文字を符
号で表現するための「漢字異体字シー
ケンス」と呼ばれる仕組みを提供して
います（3）．
この仕組みを使うと，漢字符号の後
ろに異体字セレクタ符号を付加するこ
とで，漢字の異体字を表現できます．
例えば「�飾区」の「�」と「葛城
市」の「葛」は微妙に異なりますが，
これらはそれぞれ異体字セレクタを用
いると，それぞれU+845B U+E0103
と，U+845B U+E0102 と表記できま
す（図４）．漢字の異体字セレクタは，
UC Sの第 1 4面のU + E 0 1 0 0 から
U+E01EFの，240符号位置が予約さ
れていて，登録される順番にこれら
の符号位置が異体字に割り当てられ
ます．
異体字データベースは現在，ユニ

コード・コンソーシアムという非営利
な業界団体が管理しています．異体字
を登録したい団体・組織は，まず自分
が利用したい異体字の集合を「コレク
ション」としてユニコード・コンソーシ
アムに登録申請し，その後（または同
時に），コレクションの異体字を登録
します．
ユニコード・コンソーシアムでは，登
録申請があった文字を３カ月間，公開
レビューを行います．公開レビュー終
了後，異体字セレクタを付与して登録
を行います．
登録された文字は，テキスト上では

漢字符号の後ろに異体字セレクタ符号
を付与することで，その字形を選択し
ていることを示します．復号側は，異
体字セレクタを受信した際，自身がそ
のセレクタに対応していればその文字
を表示することができます．

日本の文字符号の

国際漢字符号は，情報技術に関す
る標準です．情報技術に関する国際
的な標準は，国際標準機関（ISO:
International Organization for
Standardization）および国際電気
標 準 会 議 （ IEC: International
Electrotechnical Commision）が
合同で専門の委員会をつくって制定作

業を行っています（図５）．この委員
会はISO/IEC JTC1/SC2と呼ばれま
す＊３．SC2の配下で実務作業を行う
グループはWG2，さらにその下で漢字
の符号化を担当するグループはIRG
（Ideographic Rapporteur Group）
と呼ばれ，日本からは経済産業省の委
託を受け，情報処理学会・情報規格
調査会が国内対応委員会（日本SC2）
を組織しています．日本SC2にはNTT
も参加しており，漢字符号の標準化に
おける品質の向上に貢献しています．
最近の日本SC2の活動としては，住

民基本台帳ネットワークや戸籍システ

＊3 JTCはJoint Technical Committee（合同技術
委員会）の略．また，SCはSubcommittee
（小委員会）の略．

図４　「�」の汎用電子コレクション異体字 

表２　UCSのUTF-8への符号化の例

符号位置 バイト列

U+0000 … U+007F
（１バイト）

0xxx xxxx

ビット列

00-7F

U+0080 … U+07FF
（２バイト）

110yyyyx 10xxxxxx C2-DF 80-BF

U+0800 … U+FFFF
（３バイト）

1110zzzz 10yyyyyy 10xxxxxx E0-EF 80-BF 80-BF

U+10000 …U+10FFFF
（４バイト）

11110uuu 10uuzzzz 10yyyyyy
10xxxxxx F0-F7 80-BF 80-BF 80-BF

日本の文字符号の
標準化動向
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ムなど，日本の行政システムで使用す
る文字を，異体字データベースに登録
したり，または新しくIRGに国際漢字
符号として提案したりしています．
日本SC2が異体字データベースに登

録した異体字コレクションは，2012年
度まで国内で行政システムの調査活動
等を行っていた，汎用電子情報交換環
境整備プログラム委員会の名前から，
汎用電子コレクションと呼ばれてい
ます．
また，上記の行政システムで確認さ

れた，これまでに符号化されていない
漢字については，現在，日本SC2は
IRGに標準化を提案しており，今後数
年かけて標準化される見込みです．こ
れによって，行政システムで使用され
る文字が一般のPCでも利用できるよ
うになることが期待されます．
漢字のほかには，日本の携帯電話で

使用されている絵文字も符号化されて
います．これは主に携帯電話のOS等
を作成しているAppleやGoogleから
の提案によるもので，2010年に符号
化され，また2012年には異体字も登
録され，一般のPCでも絵文字が使え
るようになりつつあります．絵文字は
これまでに700文字近くが符号化され
ています．

今後の展望

日本の行政システムに必要な漢字は
ほぼすべてが2012年に，国際漢字符
号の標準化組織であるIRGに符号化提
案され，これらは数年後に国際標準化
される見込みです．今後は，近年の電
子書籍の普及や人文科学等の発達に
伴い，古典や学術用の文字の符号化
が要望されるようになるでしょう．そ
の先駆けとして現在，世界有数の仏教
経典の集成である『大正新脩大藏經』
に現れる漢字の符号化作業もIRGにて

行われています．
また，単なる文字符号の標準化以外

にも，日本語の電子書籍の発展のため
には，縦書きの日本語のルールに合わ
せて文字の属性を定めたり（4），＊４，ま
たはより上位のHTMLやCSSのレイヤ
でも日本語のニーズに合わせた標準化
作業（日本語の縦書きや日本独特の
ルビ等については，CSS3 Textや，
CSS3 Writing Modeの規格制定作
業がW3CのCSS WGによって推進さ
れています）が必要です．
さらに，NTTとしても，文字符号，

およびより上位の文字表現の技術は，
将来の電子メール，オンライン電話帳，
電子書籍等のメディア流通ビジネスを
考えるうえで，通信領域において極め
て重要な標準化要素であり，今後も関
与が必要であると考えています．
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＊4 現在，縦書きにおける漢字の向きを定める
ための規格として，UTR#50が制定されつつ
あります．

今後の展望


