
21巻・4号（1969．4） 生　産　研　究　　　109

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　UDC　621．397．12：621．391．883

新聞紙面電送用広帯域ファクシミリの高速度伝送方式
　　　　　　　　AHigh　Speed　Transmission　System　of　Wideband　Newspaper　Facsimile

野村民也＊・安田靖彦＊＊・村田悠紀夫＊＊＊・野辺田繁＊＊

Tamiya　NOMURA，　Yasuhiko　YASUDA，　Yukio　MURATA　and　Shigeru　NOBETA

　新聞紙面竃送用広帯域ファクシミリは，従来も残留側波帯伝送方式によって伝送帯域をぎりぎりま

で利用しているが，回線コストが高いので，その一層の高速化が強く要望されている．筆者等は今度

2値原信号を時間軸を量子化することなく3値化して伝送することにより，伝送速度を従来の2倍程

度まで向上させる方式を開発した．本文はこの方式の理論的側面に重点をおいて述べたものである．

　　　　　　　　1．はじめに
　現在わが国の全国紙と称される新聞社の大半は，日々

の紙面の大部分を中央の本社で作製し，これを音声12チ

ャンネルに相当する48kHzの群帯域を占有する広帯域

ファクシミリ専用回線によって地方の支局へ伝送してい

る．一方迅速な報道活動と紙数の増大に対する要求が年

々高まり，現在でも伝送方式に残留側波帯方式（VSB）

を用いて，周波数帯域の有効利用をはかると共にドラム

の回転数を分解能の限界ぎりぎりまであげて伝送時間の

短縮をはかっている．しかし，現状以上の高速化はもは

や伝送方式を変更することが必要である．伝送路の伝送

能力を定めるのは帯域と信号対雑音比であり，ファクミ

リ専用回線のSNRは相当に高い．現用の方式では帯域

は有効に利用しているがSNRの利用は十分でない．高

いSNRを有効に利用して伝送速度を向上させるため

に，ディジタル信号に対しては，従来から種々の多元符

号化伝送方式が考案されているが，ファクシミリ信号は

アナログ信号であるので，特殊な工夫が必要となる．

　　　　2．　紙面電送用ファクシミリの構成

　新聞用ファクシミリ装置の主な構成は図1のようにな

る．普通の新聞の紙面1ページを，ドラムに巻きつけて

回転させる．これに光をあてながら水平にゆっくり走査

して，白黒による光量の変化を，光電管で電気信号に変

換する・この出力でIOO　kHzの搬送波を振幅変調し，

60～108kHzのVSB（v6stigial　sideband）フィルタで帯

域を制限し，電々公社の回線に送る．ここで群変換，超
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群変換，主群変換等数段の周波数変換を行なってマイク

ロ回線に乗せる．受信側では同様の逆変換を行なって受

信端局に送る．受信端局側では，信号を等化器に通して，

FAX受信機に送る．ここで画信号を100　kHz搬送波に

のせたまま光変調管に送り，送信側と同期して回転する

フィルムに光をあてる．このフィルムを現像すれば，ネ

ガができあがる．なお送受信間の位相は初めに位相同期

信号を送って調整し，以後は送らない．以上の装置の機

械的，電気的特性をまとめて表1に示す．現用の回転数

は700rpmで，これを1，200　rpm以上に高めるのが目的

である．ドラムの回転速度と紙面との関係は，表2のよ

うになる．

表1

ドラム寸法：D＝＝ヱ88．5mm，　L－420　mm以上

ドラム回転数（rpm）：300，500，600，700，750，1，　OOO，1，　20Q

　1，500，　3，000

走査線密度（line／inch）：300，400，800

ジッタ：1／1，　OOO　inch以下

有効画面：541×392　mm

入出力インピーダンス：75Ω

変調方式：両側波帯振幅変調

検波方式：包絡線検波

搬送周波数：100kHz（受信側に200　kHzにビートアップする
　装置がある．）

伝送方式：VSB

信号出力：75Ωで1Vpp
同期方式：独立同期

最高画周波数：
　　　　　　　　　　　　　　　30011in　　　　　　4001／in

　600rpm
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表2

項　目
回転数（rpm）

　＊東京大学宇宙航空研究駈　本所第3部併任教授

＊＊同生産技術研究所　第3部

＊＊＊H本電気株式会社　元本所技官

1本の走査線が走査しおわ
る時間（sec／line）

1μsec　の間に紙面を走査
する距離（μm1μsec）

600

0．1

5．92

700

0．086

6．90

1，　OOO

0．06

9．86

1，　200

0．05

1ユ．84

1，500

0．04

14．8

1
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　　　　　　　　　　　　図2

　　　　　　　3．高速度伝送の諸方式

　（1）紙面電送用ファクシミリ信号の性質1）

　新聞用ファクシミリ信号は白黒の2レベルからなる振

幅的には量子化された信号であるが，時間軸はアナログ

量であって情報は時間軸がになっていると考えられる．

ここで実例として，「警」，「曇」，「量」の3文字を実際

の新聞紙面の大きさで縦に走査するとき生ずる2値信号

パターンを図2に示す．これから黒，白の平均値を求あ，

ドラム回転数をおのおの600　rpm，700　rpm，1000　rpm，

1200rpmおよび1500　rpmとしたとき発生する電気信号

パルスの幅に換算した結果を表3に示す．この種の信号

を現用の2値アナログ伝送より質を落さずに同一伝送帯

域でより高速に伝送するためにいくつかの方式が考えら

れる．この種の信号の伝送における評価の規準には次の

二つのcriterionをとる必要がある．すなわちジッタお

よび分解能である．まず分解能を向上させるためには，

いずれにせよ何らかの多元符号化伝送方式を用いる必要

がある．残る問題はどの方式がジッタに対して強いかと

いうことである．ジッタの発生原因は時間軸を量子化す

る場合には量子化誤差が，アナログ伝送の場合には伝送

路のSNRが第一の原因であり，その他伝送路の直線ひ

ずみが関係するが，ここではひずみは十分に等化して伝

送特性はO～fo　Hzの理想低域特性を仮定する（搬送波

帯の特性をベースバンドに変換する）．

　（2）2値アナログ方式

表3

パルス幅（μsec）

（。）」「「一贈

（、）」1・齢・

（c）

3値アナログ

（・）一山皿」高密轡錯

（。）＿∩一帯㈱波形

（f）

パルス幅
（μm）

11l　　Il　　PCM一多値

文字

警
黒白 63。75

125．71

67．14

140．0

…rpml　7…pmli・・…ml・2…pm115…pm

10．78

21．26

11．36

23．68

9．24

18．22

9．73

20．29

6．47

12．75

6．81

14．20

5．39

10．63

5．68

11．84

4．32

8．50

4．54

9．47

図3

曇

量

黒白

黒白 80．0

155．0

13．52

26．20

11．59

22．46

8．11

15．72

6．76

13．10

5．41

10．48

　現用の方式であり原信号をそのまま伝送路に通すの

で，帯域制限効果により波形の立上りがなまる．これに

雑音が加わってジッタを生ずる．信号電力をS，雑音電

力をNとするとジッタの標準偏差tjsをカットオフ周波

数foの逆数で規格化した値は，

　　　　tjs　fo　：＝1／4レ／N71S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）

となる．

　（3）　時間軸量子化一多値方式

　i）高密度標本化一多値方式：この方式は原信号を炉

波器に通す前に一定繰返しfrのサンプリングパルスで

標本化し，図3（d）に示すような2値パルス列を作る．

これにより原信号は振幅的にも時間的にも量子化され

る．次いでこれをMレベルの伝送路多値符号に変換し

て伝送するものであって，多値符号の繰返し周波数fM

は，

　　　　fM　＝＝．ノ㌧／1092　M　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

となりMを大きくとれば一定fMに対しfrを大きく

できる，一方標本化の過程で生ずるジッタの量は伝送路

でのパルスの最大伝送速度が2fo＝・！Uであることを考

慮して，

　　　　tj。　fo：＝＝　1／（2レ／吾『lo92　M）　　　　　　　　　　　　　（3）

で表わされる．

　i）PCM一多値方式：原信号をカットオフ周波数foの

低域炉波器に通した後，2fe繰返しの標本化を行なって

PAM信号とした後，各標本をbビットのPCM信号と

してから，2b＝　Mレベルの多値符号化を行なって伝送

するものである．標本化によってはジッタを生じないが

振幅軸の量子化雑音が波形の有限な立上り時間のために

時間軸に変換されてジッタとなる．この値は次式のとお

りである．

　　　　tjs！b＝1／｛4レ／一吾一（M－1）｝　　　　　　　　　（4）

　（4）5値アナログ方式

　この方式の1例は図3（c）に示すように原信号の一一方

のレベルを3値レベルの真中のレベルに対応ずけ，他の

レベルを3値の上および下のレベルに交互に対応ずけ

2
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訂LrLr〕繭原信号

（a）単純3値

（b）変形3値

期鰐同㎞号・oD言由

4図

て，受信側では全波整流して原信号波形を再生するもの

であり，時間的な量子化を行わない．したがってジッタ

の原因は伝送路のSNRであって
　　　　tjs　fo＝＝1／2レ／」〉／S　　　　　　　　　　　　　（5）

で与えられる．

　時間軸を量子化しないで3値化する手法として次の三

つが考えられる．

　i）単純3値方式：この方式は先に例にあげたもので

あって，図4（a）に示すとおりである．白黒の間隔が等

しく周期的なパターンに対してこの方式は2値方式の2

倍の分解能を有する．

　の変形3値方式：この方式は，図4（b）に示すよう

に白レベルに常に中間のレベルを与え白レベルの時間幅

を適当な単位時間で数え，その数が2nと2n＋1の問

にあるときは，次の黒レベルをその前の黒レベルと反対

極性に出し，2n＋1と2n　＋2との間にあるときは同極

性に出す．白黒の時間幅が単位時間より小さな一定繰返

しパターンにおいては単純3値とまったく同一波形とな

って分解能は2値方式の2倍となる．考え方はディジタ

ル信号に対するduobinary方式2》を時間的に量子化しな

い信号に拡張したものである3）．

　血）信号同期duobinary：この方式は一定繰返しのク

ロックパルス発生器（たとえばpulsed　Hartley　oscillator）

を黒レベルの前縁でスタートさせ黒パルスの時間幅をカ

ウントし，黒パルスの後縁でストップする．このとき発

生するクロックパルスでフリップフロップを作動させ図

4（c）に示すごとき2値信号列を得る．これを帯域制限

のある伝送路におし込めぱ黒レベルに相当する部分は真

中のレベルに，白レベルに相当する部分は上又は下のレ

ベルになる．この方式では黒レベルの前縁は確かに元の

位置に一致するが，後縁は量子化誤差が入る．しかし，

新聞の活字のような場合にはこの誤差は字の横線の太さ

を多少変化させることになっても見苦しいジッタとなる

ことはない．

　（5）諸方式の比較

　前述の諸方式をジッタに関して比較するために，横軸

に伝送路SNR，縦軸に規格化したジッタをとって描い

　10－1震

．r

㍉r，
言♪」

彗

鑑・・”s

生産研究　　111

1　　　　　　　　　　　たのが図5であ
　　　　　　　　　　　　　　　る．この図からわ
　　　　　　　PCM－一多値M＝2
　　　　　　　　　　　　　　　かるようにファク
　　　　　　3値アナログ
　　　　　　　　　　　　21°　シミリ回線のよう

　　　　　　　　　　　　　　　に伝送路SNRが

　　　　　　　　　　　　　　　40dB近くある状

　　　　　　　　　　　　　　　態においては，振

　　　　　　　　　　　　　　　幅軸，時間軸とも

0　10　20　30　40　50に量子化するデイ
　　　　　伝送路SNR（dB）　　　　ジタル方式では比

　　　　　図5　　　　　　　　　　　　　　　較的高レベルの多

値符号化を行なわないと現用の2値アナログ方式と同程

度の品質を保ち得ない．ディジタル方式では，高密度標

本化一多値方式より，PCM一多値方式の方がはるかに効

果的であるが，これでも必要なレベル数が大きいので装

置が複雑になりすぎる．一方3値アナログ方式は，現用

の2値アナログ方式より，約6dBのSNR劣化をきたす

だけであって，SNRに余裕のある現状では回路の簡単

さからいって最適である．

　　　　　4．単純3値アナログ伝送方式

　（1）　ファクシミリの情報伝送速度

帯域WHz，信号対雑音比S／Nの回線の通信路容量
は，

　　　　C＝＝「Wlog2（1十S72＞）b／s　　　　　　　　　　　　　（6）

で与えられる．FAX回線で使用できる帯域はW・＝40

kHzであるから，　S「／NとCとの関係は次のとおりで

ある．

20dB
30

40

260kb／s

400

540

　これに対し現用の2値アナログ方式では分解能が約

80kdigits／sで各デイジットに許容されるジッタは約20

ミクロン＝3μs（700rpm’のとき）であるから，デイジ

ット当りの情報量は，

　　　　log212．5／3≒2bits

したがって，情報伝送速度Rは次のとおりとなる．

　　　　R（2値アナログ）＝・　80×2＝160kb／s

　この値は普通に想像されるより相当大きいものであ

る．ディジタル方式では，4値にして，繰返しを理論的

限界（80kdigits／s）まで高め得たとしても，情報伝送速

度は160kb／sにしか達しない，したがってスピードア

ップはおろか，現状維持すら困難である．一方3値アナ

ログ方式においては分解能を120　kdigits／sと低くめに

見積っても，情報伝送速度は，

　　　　R（3値アナログ）＝・　120×2・＝240　kb／s

となり，現用の2値方式より高めることができる．

nφ
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図7　ベースバンドにおける各部波形

（2）　3値アナログ方式の原理

前章で3値化の方法について三つの例をあげたが，そ

のうちで回路的に最も簡単に構成できる単純3値アナロ

グ伝送方式を用いる．その方法を図6に，その信号波形

を図7に示す．入力信号を中心のレベルでスライスし，

0レベルをおいて，1のレベルを交互に＋1，－1にふ

りわけて送り出す．受信側では，まず差動増幅器を用い

て中心のレベルで全波整流し，さらにその中心でスライ

スすれば原波形が得られる．

　（3）　電カスペクトル

　信号帯域の拡がりを知るために，電力スペクトルを求

め，2値と3値方式の比較をする．電力スペクトルは信

号の統計的性質のいかんによって変ってくるので，ここ

では代表的な次の三つの場合を考える．

　i）原信号が周期的な場合：2値方式の場合，振幅±

1，周期T，デューティ50％の方形波となるから，そ

の電力スペクトルは，

　　　　　　　　　　　　　　2値方式　W（f）＝Σ4／（2n＋1）2π2

　　　　　　　　　　n＝O
　　　　　　　　　　・δ｛2π（f±（2n十1）／T）｝　　　（7）

となる．ただし，δ｛｝はデルタ関数を表わす．

　一方3値方式の場合は，尖頭振幅を同じとすると，

　　　　　　　　　　　oo　　3値方式　W（f）＝Σ2／（2n＋1）2π2

　　　　　　　　　　n＝0
　　　　　　　　　　・δ｛2π（！±（2n＋1）／2　T）｝　（8）

となる．fo＝1／Tで周波数を規格化して両者を描くと図

4
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　　　　　　　　　　　　　　　　　8のようになる．
　1．0
　　　　　　　　　　　　　　　　　したがってこの場

　　　　　　　　　　　　　　　　合3値方式のスペ

　　　　　　　　　　　　　　　　　クトルは2値方式
）0．5

　　　　　　　　　　　　　　　　のそれのちょうど

　　　　　　　　　　　　　　　　半分に圧縮されて

　　　　　　　　　　　　　　　　いることがわか
　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5
　　　　　　　　〃Z。　　　　　　　る・

　図8　原信号が周期的な場合の　　　五）原信号の変

　　　　電力スペクトル　　　　　　換点がボアソン分

布に従う場合：原信号として一方の値から他方の値へ移

る際に生ずるゼロ交叉点の分布がポアソン分布に従う場

合を考える．時間間隔tの間に生ずるゼロ交叉点の回数

がkケである確率P（k，t）は

　　　　1）（k，t）＝＝1／k！（t／to）ke－t／to　　　　　　　　（9）

で与えられる．ただしt・はゼロ交叉点間の平均間隔．

このとき2値信号系列の自己相関々数R（τ）は

　　　　R（τ）＝・　e－21・1／t・　　　　　　　（10＞

となるので，電力スペクトルW（f）はWiener・Khintchine

の定理により，

　　　　w（f）一∫二．．R（・）・一ノ・xf・d・

　　　　　　　＝　to！（1＋π2f2t・2）

で与えられる．

　一方3値方式の場合は，

　　　　R（τ）－Pr。b（x・＝1，　x2＝　1）

　　　　　　　－P，。b（x・－1，∬2＝－1）

　　　　　　　－P，。b（x・＝－1，x2－1）

　　　　　　　＋Pr。b（x1　・＝　－1，　x2・＝　一一1）

　　　　　　　oo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　co

　　　　　　＝ΣP（4η，τ）一ΣP（4n＋2，τ）
　　　　　　n＝O　　　　　　　n＝O

　　　　　　　　　　oo　　　　　　＝・　e－1τ／t・1Σ（－1）々／（2k）！1τ／tol2k

　　　　　　　　　　k＝0
　　　　　　＝e－1τ／t・1・COS（τ／t・）

（11）

（12）

ただし，x・，　x2はそれぞれ3値信号系列のτだけ隔った

任意の2点の振幅を表わす．上式から，

　　　　w（！）一∫：．．R（・）e一ブ・xf・dT

　　　　　　－∫：．．・－1・／・・1…（・／td）・一ノ・xf・d・

　　　　　　＝・　to／｛（2rcfto＋1）2＋1｝　　　　　，

　　　　　　　十to／｛（2πfto－1）2十1｝　　　　　　　　（13）

となる．to・・1として（11）式および（13）式を描けば

図9に示すようになる．

　並）原信号が時間軸も量子化されたランダムな2値系

列の場合：一般に単位時間T，単位パルス波形A（t），

情報系列｛ak｝からなる信号系列，

　　　　　　　　　　　　x（t）　＝Σ　akd　（t－kT）　　　　　　（14）
　　　　　　k＝一。。
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s
蓉0．5

　　　　　　　　2が
図9　原信号の変換点がボアソン分布

　　　に従う場合の電力スペクトル

を考える．情報系列｛ak｝の平均値および相関関数をそ

れぞれ，

　　　　烈濫漏｝　（15）
で定義すると，信号系列X（彦）の集合平均は次式のよう

に周期関数となることがわかる．

　　　　　　　　　　　　　　　ave｛X（t）｝＝＝　mi／f・　2　D（mfb）

　　　　　　　　　　m＝－oo
　　　　　　　　・exp（2π77zブプbの

ただし，

　　　　D（！）一レ（t）・xp（一・・ブカ）d・・

　　　fo－1／T

　また必ωの電力スペクトルは，

（16）

）71（

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　（16）式で表わされる

輝線スペクトルと，次式で表わされる連続スペクトルか

らなることが知られている4）．

　　　　W（f）＝＝f・1D（！）12〔R（0）－m・2

　　　　　　　　　　　　　　　　　＋2Σ｛R（n）－m・2｝cos　2πnfT〕（18）

　　　　　　　　　n＝1

2値方式の場合，ak－±1で，＋1，－1の生起確率を共

に1／2，A（t）を方形波とすると，　Ml　・＝Oであるから周期

成分はない．また，

　　　　R（0）＝1，R（n）＝O　　n≧1

　　　　Z）（f）＝T2｛sin（π！T）／πfT｝2　　　　　　　　　（19）

であるから，電力スペクトルは，

　　2値方式　W（f）－T｛sin（πf7▼）／πfT｝2　　（20）

となる．

　一方3値方式の場合は，付録に示す手法により次のよ

うに決まる．

　　3値方式

　　　　W（f）＝＝1／2T（sinπfT／πfT）2（3－－2cos2π．fT）

　　　　　　／（9－12cos　2πfT十4cos　4πプρT）　　（21）

これらの結果を横軸にfifo，縦軸に電力スペクトルをと

って描けば図10に示すとおりであり，3値方式の電力ス

ペクトルは2値方式の1／3近くに圧縮されることが分

る．i）～iii）の結果から3値方式の電力スペクトルの2

値方式のそれに対する圧縮率は原信号の統計的性質に

よって大幅に変るカ，その範囲は約3割～7割の間にあ

り，いずれにせよかなり帯域は狭ばまる．現実にどの程

度の圧縮率が得られるかは，実際の紙面を多数伝送して

2
（、）≧
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　　　0．2　　0．4　　0．6　　0．8　　1．0

　　　　　　　〃。

　図10　原信号がランダムな

　　　　ディジタル信号の電

　　　　力スペクトル

はかっている．本高速度伝送においても当然搬送波変調

方式としてVSB方式を用いるが，波形が従来の2値方

式より複雑であるので，復調は同期検波とする．

　（1）VSB信号

　帯域がω、以内に制限された信号をS（t），搬送波を

COSω、　tとすると，搬送波抑圧両側波帯振幅変調波g（t）

およびそのフーリエ変換G（ω）は

　　　　雛｛ll灘叫）＋s（ω　）｝｝（22）

31

0．5

　　「
A（ω）

　　　　　　　PIPi
　　　　叫一叫　Wc　ttic十ω、

図11VSB炉波器の振
　　　幅特性

とする．

みて，実験的に判定す

る必要がある．

5．VSB信号の復調
　方式

　紙面電送用ファクシ

ミリは高価な広帯域回

線を使用しているの

で，従来も残留側波

帯（Vestigial　Sideband

VSB）方式を用いて周

波数帯域の有効利用を

で表わされる．ただし，

S（ω）はS（t）のフーリ

エ変換を表わす．この変

調波を次式と図11で定

義する伝送特性H（ω）を

もつVSB炉波器に通し
た出力を9v（彦），　Gv（ω）

H（ω）＝＝A（ω）θ｝ゴωτ

A（ω）一｛L（ω）鷺ヨニ［＜t。。＋、，v

　　　　Av（ω、）－1／2

　　　　Av（ω。＋P）＋Av（ωc－P）－1

　　　　1P　1　StOv

　　　　Gv（ω）－H（ω）G（ω）

上式を逆フーリエ変換すれば

　　　　9・（t）　＝＝・／2・∫：。．H（ω）G（ω）幽

　　　　　　＝＝・1／4・〔∫二：：：1二s（（・＋・D・）

　　　　　　　・Av（ω）e一ゴωτθノω’4ω

　　　　　　　0　　　　　　＋∫　　　　　　　　　　　s（ω＋ω。）θ『ゴω76ゴω∫4ω

　　　　　　　一のe十ωv

　　　　　　＋∫野8（（D－・・c）漣幽4ω

　　　　　　　ωo十ωγ　　　　　　＋∫
　　　　　　　　　　s（ω一ω，）

　　　　　　　ω‘一ω17

　　　　　　・A・（ω）・畑圃

）

32（

）42（

／ー

（25）

5



114　21巻・4号（1969・4）

上式に（23）式の条件を入れて整理すると結局，

　　　9v（〆）＝1／2〔s（〆）cosω。彦ノ＋Sq（tt）sin　tU、　tt〕

ただし，tt＝彦一τ

　　　　・・（t）一・／2∫》（ω）s（ω）幽4ω

　　　　Uq（ω）一｛男鵡叫一ω）｝i：に：1

となる．

　（27）式で，cav→0ならば

　　　　・・（の一・／2・∫砺

（26）

（27）

（28）

　　　　　　　　　　　｛一ブsgn（ω）S（ω）｝ejwtdtu

　　　　　　　　　一ωe

　　　　　　－・／2・∫ン（ω）・ePt　dω

　　　　　　＝§（t）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）

ここで，

　　　　3（・）一・／・∫：．．・（・）／（t－・）d・

はS（t）のヒルベルト変換を表わし，6（ω）はそのフー

リエ変換である．したがって（26）式は，

　　　　9v（〆）＝＝　1／2〔s（tt）cos（D、tt十3（〆）sinω‘tt〕（30）

となり，SSB波を表わす．

　（2）同期検波

　（26）式の第1項は搬送波と同相成分で包絡線は原信号

と同一である．一方第2項は搬送波と直角な成分で，そ

の包絡線は原信号に（27）式の変換を行なったものであ

り一般に原信号と異なる．したがって9v（〆）を包絡線

検波すると本質的に直角成分によるひずみを生ずる．も

6とも搬送波COS　W，彦’を十分に残留させれば，包絡線

検波においてもひずみをある程度小さくすることが可能

で，現用のFAX受信方式においては，回路の簡単化の

ためこの方式を用いている．一方，完全な同期検波方式

を用いれば，9v（〆）の第1項のみを取出すことができる

から，無ひずみ信号を再生できる．それに加えて，SNR

および伝送系から生ずるひずみに対して包絡線検波より

3dBの改善効果がある．しかし受信側の局部搬送波と

受信信号の搬送波との間に位相差があると，直角成分の

影響を受ける．すなわち局部搬送波cos（ω、〆＋θ）で（26）

式の9v（〆）を同期検波し游波器で高調波成分を除いた

出力o（〆）は，〆→tと書き改めて

　　　　゜（t）：翻認懸θ｝｝（3・）

となる．S（のとSq（t）のもつ電力は同一程度であるか

ら局部搬送波の位相ずれによるひずみの大きさはtanθ

に比例すると考えてよい．ひずみの影響をより詳細に知

るために，信号として単一正弦波をとりS（t）－COS　Ptと

すれば

　　　　S（ω）一π｛δ（ω一ρ）＋δ（ω＋ρ）｝　　　（32）

　　．．．　　Sg（t）＝1／2〔Ug（p）6’μ一1－U，（－」P）e－」pt〕　　（33）

したがって，ωγ≦ρ＜ω，のとき

6

　　　　Sa（t）＝＝　sin　Pt

　　　　O（t）＝COS　pt　COS　e－Sin　ptsinθ

　　　　　　＝＝・Ao・COS（Pt＋の

ただし，Ao　＝1，　q＝・θ

また，O≦p≦ωvのとき

生　産　研　究

∫9（の＝｛。Ay（ω，一力）一ノlv（ω、十メ》）｝sinメ）t

o（の＝cos／）tcosθ一sin」≠）t

　　・｛Av（ωc－P）一ノIV（ω十∫））｝sinθ

　　一A・COS＠＋q）

（34）

ただし，Ao＝Ao（p，θ）＝レ／1－4b（1－b）sin2θ　　（35）

　　　　ψ＝ψ（1》，θ）＝tan－1｛（a－b）tanθ｝　　　　　　（36）

　　　　a＝Av（ω，一ρ）

　　　　b＝Av（ω、＋ρ）

（35）式と（36）式から局部搬送波の位相ずれθの復調信

号に対する影響が明らかになる．すなわち，SSB領域で

1．0

螢　…

　　60　　　70　　　　80　　　　9b’　　一10σ　　　110

　　　　　　　kHz
図12　FAX用VSB炉波器振幅
　　　特性

　1．0θ＝10°

　30°45。

ぐ　60°
　O．　5

　　2t6’　g1歴茄：；O’　4b

　　I）／2　rr（kHz）

図13θとAoの関係

　1．4

　L2
　1．0

窟o．8

悲a6

　0．4

　0．2

　　0　　　　10　　20　　30
　　　　　∫ヲ2π　（kHz）

　　図14θとψの関係

θ冨45°

30°

10°

はθは復調信号の振

幅には関係しない

が，位相にはそのま

ま現われる，また

VSB領域では，振

幅と位相の双方に関

係し，θが小さけれ

ば主として位相に影

一一

鼡ｿ藁は現用FAX回線用

　　　　VSB炉波器の振幅特性で

　　　　あり，これを基にして，

　　　　θとAo，およびqの関係

　　　　を求めるとそれぞれ図13，

　　　　および図14に示すように

　　　　　なる．この結果はVSB

　　　　　信号の同期検波における

　　　　　局部搬送波の位相ずれに

　　　　　よって復調信号に生ずる

　　　　　ひずみを表わすものであ

　　　40　るが，後述するように逆

　　　　　用すれば回線のひずみを

　　　　　等化することができる．

　　6．伝送系から生ずる直線ひずみとその補償法

　波形伝送における伝送妨害は，雑音，非直線ひずみ，

および直線ひずみの3つである．FAX回線のSNRは

40dB以上あるので雑音は問題にならない．また，非直

線ひずみの生ずる場所は主として変復調器であるが，こ

れも注意して製作することにより避け得る，したがって

最も問題となるのは直線ひずみである．直線ひずみの発

生場所は主としてVSB炉波器，群通過炉波器等の炉波

器およびそれに附随した等化器であり，特に群通過浜波

器は1リンクで2コ，2リンクでは4コ入るので影響が
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大きい．

　（1）現用回線の特性

　図15は公社のFAX専用回線の1例（東京一一福岡）

の周波数一振幅特性であり，同じく図16は周波数一群

遅延特性である．この回線は2リンクであって4コの群

通過済波器が入っているので特性はこれらの総合特性を

表わすとみてよい．

　次項で述べるように帯域全体を使った波形伝送に対す

るひずみに直接関係するのは周波数一位相特性であって，

群遅延特性ではない．しかし位相特性を直接測定するの

は困難であるので通常群遅延特性をとっている．したが

って，これから位相特性β（ω）を求めるには，次式を用

いて，群遅延特性τ（ω）

　　　　β（ω）一∫le・（ω）dω　　　（37）

を積分すればよい5）．図17は搬送波周波数100kHzを

　4o
里

嘲30
餐・・

50

40

璽

ζ30
3

盤　20

10

　　　　80　　　　90　　　　100

　　　　w／2　rr（kHz）

図15　回線の振幅特性

60

（で

4

70 80　　　　90

ω／2π（kHz）

図16　回線の群遅延特性

100　　　110

　　IO　　　　　　　　20　　　　　　　　30　　　　　　　　40

　　　　ω／2π（kHz）

図17　回線の位相特性
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　　　　・・（の一∫．．．・卜・）・（・）d・

ただし，

　　　　・（t）一・／2｛．。Aγ（ω）・μ4ω

ここで例をあげれば

　　　　Aα（ω）＝＝　Acr　cos（n／4　W）ω

　　　　∠1β（ω）＝O　n　＝＝1，2，・・…

の場合は，

　　　　Sl（t）＝一∠1α／2So（t－n／4「P7）

　　　　　　　一∠1α／2So（t十n／4「［｛）つ

となる．また

　　　　∠α（ω）－O

　　　　Aβ（ω）＝dβsin（n／4　W）ω

の場合は

　　　　s・（t）一∠1β／2∫o（t－n／4「レ1，7・）

　　　　　　　一∠1β／2　So（t＋n／4「VV）

となる．

積分の下限として図16を図式積分して得た結果を示す，

　（2）伝播定数と直線ひずみの関係

　回線の伝送関数H（ω）を伝播定数γ（ω）＝・α（ω）＋ブβ（ω）

を用いて

　　　　H（ω）－e－7　　　　　　　　（38）

と表わす．今，搬送波における特性をベースバンドに換

算してあるものとすると，帯域が2πWに制限された信

号5ω，S（ω）をこの回線を通したとき出力信号の無ひ

ずみ条件は周知のように回≦2πWで
　　　　α（ω）一α・（ω）－const，β（ω）一β。（ω）＝τω

となることである．ここで現実の回線特性の理想特性か

らのずれを伝播定数で表わして

　　　　γ＝γ・＋∠γ，aγ一Aα（ω）＋ブ」β（ω）

とすると，lAγ1がそれほど大きくないとき，この回線

を通すことによって生ずる直線ひずみの第1次近似Sl（t）

は次式で与えられる6）．

（39）

（40）

｝醐蔽幅ひずみ

（41）

｝奇対称位相ひずみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（42）

　　　　したがって，正弦波状の特性偏差の場合ひずみ

成分は無ひずみ信号の前後±n／4Wsec離れた時点に，

無ひずみ信号と同じ形で，振幅が∠α／2ないし∠β／2倍

された波形として現われる．この結果を用いて現用回線

のひずみ成分を求めると，

　　Aα　・＝　O．　115ネーパ　振幅ひずみ＝Aα／2＝0．05n＝＝2

　　Aβ一〇．50ラジアン位相ひずみ一Aβ／2　＝＝O．25n－3

となり，位相ひずみが25％に達し，振幅ひずみよりは

るかに大きいことがわかる。又同様にVSB炉波器につ

いて求めると，

　　　　灘瓢：盤1：蹴菱慧｝

となり，同じく位相ひずみが大きいが，絶対量が回線の

それより十分小さいので問題はない．

　（3）位相ひずみの補償法

　上に述べたように現用のファクシミリ伝送系において

7
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は，回線の位相ひずみが最も大きい．現用の2値アナロ

グ方式では，技しが簡単であるのでとくに問題とはなっ

ていないが，本方式は3値波形を用いるのでそのままで

は問題である，そこで何等かのひずみ補償法を用いる必

要がある．ひずみの補償法には，反響捕償法またより高

度の方法にtransversal　filterを用いる方法等もある7）．

しかし，これらの方法はいずれにせよ，かなり複雑で

装置のコスト上問題があるばかりでなく，最初のセ・ンテ

ィングに相当な労力と時間を要し，スイッチング等によ

る回線特性の変化に迅速に対応できない欠点がある，こ

のため木方式においては，以下に述べるように，VSB

　　　　　　　　　　　信号の同期検波に固有の現象

　　　　　　　　　　　を巧みに利用した位相ひずみ

　l　　　　　　t．　　補償法を考案した，すなわち

　　　　　　　　　　　ずれた局部搬送波で乗積検波
　　　　t／t　　
　　　　　「・）　　　　することによって生ずる位相

　　　　tJ　　　　　l　ひずみと，回線から生ずる泣

　！　　　　　t．　　相ひずみとを相殺させる手法

　思i

　’i　’　　　　　　　　一位相特性をベースバンドに

　　　　，。一　　　　　歳き換えた特性β〔ω）は，國

　　　　　〔L〕
　　　　　　　　　　　路網のJy可能．性から常1こ原

　　　　　　　　　　　点に関して奇対称であって，

　　　　　　　　　　　で述べたように，VSB信fu’

　　　　　　　　　　　を搬送波とθだけ位根のずれ
　　　　　の　　　
　　　　　Cd　　　　　た厨部搬送波で乗積検波する

　　　　図工8　　　　　と，信号に対するその効果は

（35）式および（36）式にそれぞれ示した振1隔特性および位

桐特性をもつ画路網を通過させたことと、ワ価である．こ

こで位相特性p（to，　e）に着目すると，　Oをパラメータに

して図18（b）に示すようになる．したがってVSB信

号をヒ述の位櫓特性β〔ω）をもつ回線を通し，故意

に0だけ位相のずれた局部搬送波で乗債検波したと

きの総合位桐特．阯ψ〔ω｝は，

　　　　ψ〔ω，θ）一甲（ω，の十β〔ω）　　　　　　　（43）

となる．したがって，極性も含めて適当なθの値を

選べば，図18（c）に示すようにψ（ω，のをωに関

して直線に近ずけることができ，前第の説明から明

らかなように位相ひずみを怪威できる．

　最適なθの伽を定めるのは，数学的こは次のよう

にすればよいであろう．位相特性の直線からのずれ．

の評価規準として二乗積分最小という条件をとる

と，

　　　　F（・・　・）　一∫1°｛ψ（a）t・）一・・｝2d・（441

生　1　引千　死

て定義されるF（9，τ：：1を最小にすらθ，rを求ノ1ればよ

い．すなわち，次の連立力程式

醐猷・｝一
ｭ瞬・一・・」・鯉ω一。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［’45）
・／・・F〔e，・v・一∫『・｛・ω一鱈・・｝…一・

を満足するτ，θをそれぞれTn，6【！すnば．二れら

が求めるものである．ただ実際には．二の力程式が簡ト4に

解けるとはかぎらはいし，［1線直｝1上和特．1β（ω）があら

かじめ1列らかでない場・合も多い，Lかし，現実には送信一

側から既知のテストパルスを力口え，受信誠彫を観測しつ

つひずみが最も小さくなるよう移棚器を調節する：珠作に

よって，きわめて簡単に6を設定することが可能である．

写真1は現用のFA＞C回線にこの方法を適旧した姑果を

示すもので｛a）は原テス1『パルスーb＞は位相ご’ずみの

補償前，また（c〕は補償俵の受信ノマルスてある．

　　　　　　　　7．　試作装置の概要

　（1＞試作装置の構成

　試作装Gの主要耀の構1戎ぽi．q19に示すとおi）てちる．

2値原信弓（テストパ．ターン．として写真2．「．の波1．：を月

〔a．；．　原ラス㍉St’①・z

（bi　国｝償覇百」

（Cl宇i轍蛍f）－3⑪゜

ft．1：真1　ξ宇図Jt・　O．2V，，，div，50　its／div

位棚信号

粍電管 波形整形
2値一3「直
ﾏ 換

LPF
UDkHz 距調岩

ユ，o酬匹

wL凪［OSC

緩 衡 、．．SB 送 巨

増幅器 rト波器 増幅認 一一一
P国醇

送信但1

増幅器
1立棺

ﾒ移

位棺同期ル　ー

フ．

1司　則

ｯ波器
直　流
摯搖

LPF伊共
ﾑ誠形的玉

壼波整流 2値愛換 LP「
n日鳳H乙 憂調器 嫡醐1

折返し点
ｩ動設定 受樗剛

21：kHz
n　（

図19　試作装置の構成
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21巻・4号〔L9日臼．．1〕

5 、「．’div　 50 μs，idiv

　　写冥2

lV，．div　50μs！div

　　写真3

上0．5V〆div下O．2V〆div

50μs！div

　　　写真4

［Vド〔1iv　50μs〆di、・

　　Oi4’tl．5

いる）は，2ft［t－31111〔変換「11］路で時肺「［を隔：丁．化すること

なく3値化され（写真2下），スペクトルの折返し．を防

ぐために60kHz以内に帯域障那艮されて平衡変調器に入

る．ここで水ft／I　r飯器から出るIOO　kHzの搬送波を振

幅変調する（写真3）．被変湖皮はVSB炉波器を通った

後！写真4上），所定の」・ベルで同線に送りILIされる．

：愛信側では，まず受信信号（写真4下）から中心周波数

100kHzの狭帯域水品炉波器によって搬送波の近伊のス

ベクトルを抽r［1しt一後，位ヌ司同期ルーフによ．って搬送波

を位相まで，．rl）て札密に捕捉する．ここで得られた局品

搬送波によって受信信［｝を同期検波（写↓’工5＞した後，

増柘［居，低域1戸波器，波形修正回路を経て〔写真6上），3

偵の中心レベルを去ft／にして全波整にする（写真6下）．

次いで2値波形へ枚形するが〔写真7）場合によっては，

そのまま16DkHzの低域炉波器を通した後200　kHz搬

送波を振幅変調して光変調1轟へ送る，

　（2）　位相同期ループ

　本方式では回線の位如ひずみ補償に先に述べた方式を

川いる，したがって受信信弓．の搬送波と一定星θだけず

れた局軍搬送波て深預検波をii’なう．乗積検波特性は

cosθの関数であるので，θ一・O近傍では多少の位相変動

は問題ないが，中心点をθキOにセットするとこの点か

らの位相変UJは大きく虚響する．このため位相同期ルー

プの位相追随特性にはかなり高度の半，」度が要求される．

そこで設計条件として周波数変動±20　Hzに対し，

定常位相誤左±3°以内，雑音帯域幅1Hz，引込み

周波数士30Hz（搬込II昆周波数111心〕と定めた．そ

の結果位租同期ループは図20に示すように構1気し

た．VCOとして水1〒1発振盟でIP心周11芝数を安定．／ヒ

した非安定マルチバイブレータを用い，D¢ループ

利碍を大きくするために能動ループフィルタを使用

生　ilE研　究　　117

．L　O、5V／div　．下　2　V／div

50μs〆div

　　　巧：真6

5V／div　5011s〆djv

　　写1て7

2V〆div　5μs，，’div

　与真8

5V／div　5μs∫div

　写真9

している．写真8に位相比較器出力，写真9一ヒに位相比

収器への局部搬送波，写真9下に同期検波器への局部搬

送波を示す．

　　　　　　　8．実回線テスト結果

　写二’t10は東京一・大阪間の折返し回線で実際のtf’聞紙

面を電送した結果の一部を拡大したものである．現在，

使用巾の方式は，ドラム回転数700rpm，一枚の電送時

門約7分20秒であるが，木方式においてはドラム回転

数12eo　rpm，一枚の電送時聞約4分15秒である．（a）

は現用のものであ1．），〔b）は現方式で回転数を12001pm

にあげたもの，また（c）は本方式を川いて1200rpmと

したものである．これからイ’方式の1200rpmと現方式

の7DOrpmとは分角平能においてほとんど同等であること

が分る．また，現方式ではVSB信胃．を包絡線倹波して

いるために，直角成分の影響で縦線〔主走査方向）と交

わる横緑に特有の「うねり．を生ずるが，本方式にはそ

れがみられない点で現方式よりすぐれているといえる．

　　　　　　　9．　結言および謝辞

　現罷すでに通常方式としては回線の伝送帯域を極限近

くまで使用している紙面蹴送用ファクシミリを，より一

層高速化することは柑当に困難な問題であろが，筆者等

は新たに時問輔を量干化しない多値伝送方式を提案し．

4kH乙±」∫　 2kHz＝ti．〃2

同朗検波へ

「「20　偉相同朝ループの構成
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118　　2【巻．4号〔］田g．L） 生 1／Flゴニ

（c）　　ホ方bft　L200rpm

写真10

同期恒支方式の採用とあし、まって，伝送速度を従来の2

倍近く向．1：させた試作装置の開発に成功した．

　この研究は単に広帯域フフ’クシミリ回線のみならず音

声帯域内ファクシミリ，超広帯域ファクシミIJあttいは

一般のデーク伝送等にも適属の可能性をもつt1のであ

る，

　最産に，本研究を行なうに”1たって種々御教示いただ

いた尾L教授に11r二くおt・Li．1．1しLげる．また本研究は日木

経済斯回社．との共同研究によるものであり，全面的にご

援助，ご協力をいただいた同祉堀畑技師長，宮日．iファク

シミリ課長，樋「－1，小木曽両氏他の方々に謝意を表した

い．さらに実囲線実験には日本竃信電話公社の関係各位

にご配慮をいただいた．ここに記して謝意を表する．ま

た剛能にご協力いただいた，口本電気データ」劃刮喋部

松［削支師長，同ファ．ノクス下業弔，奥付技師艮，多賀技

術弗長，中川技術諜長仙1，ならびに位櫃ひずみの闘題に

ついて有益なご討議をいただいた口本置気中央研究所渡

部部長，1］伝送通信下業部7下1：1奇：ド任他の方々にお．礼rl．1し

．ヒげる次第てある．　　　　　　　（1969年1月251受9i．）

付録：（21）式の導出法

　原縞号で”1”の生起確率をP，“－1”のヒ起確率を4＝1－．bと

する　これを3値化した系列においては直ちに

　　　緬三獅5禦㌦％｝
が得られる．

2伎．11号の変換点の毛起確率をか一1－qtとおけば

　　　Pt＝2Pq，　9’＝♪2－1．9’

（A－D

次に一般のR〔n），｛n≧1）を求める必要がある．原

（A－2）

となり，nタイムスロットにおける夏換点の分伽は2項分市に従

う．あるll，f点における系列のt［d　a＋と，それからnタイムスロッ

ト離れた系列の値ak－nには．その間に入る変換点の数によって

次の性質があることが容易に分る，すなわち，ah“；0，　mを整数

として，n＝4mなら，　alab．／in－1、　n」・4m＋1，または4m－1．3な

らatat、。＝O，　n一4”1÷2なら，　akak＋。・．．－1．したがって、

　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　嗣一・／急傷）押一・㌧塩偽）

　　　　　　・P・・r・t4t－｝　　　〔・・一）．

ただし．摺≡〔n，’4⊃　m’＝〔（n－2）．4〕

．ヒ式の口内の級数のTl1は．（∫海→．qr：ln　e〕実数部に等しい

　　・’，R〔x）－PR。〔ciか，・9，）”〕－Plt．〔1：Pt，＋a、！／／”’！eip（lme）〕

　　　　　一P（P’：・．4t’）”／：oos（ne），

ナニデfし，　θrtan－1（P，’「9／〕

渓に，LVげ）を得るために，

　　　Σ尺（”）uos2nre．fF

　　　η＝L

　　　　　　tX
　　　　一力Σ1ρ∫ヨ＋q’2〕”．．’COS〔πのC。S12πnfr：2

　　　　　n＝L

　　　　一帆塁轡噛凶］
ただし，cr＝〔カt’1

　　．’．Σ　R（n）じos　2πnftT

　　　ls＝1

〔玉一4n

女ず改の級敏のFllを攻める．

σrり1～コ．vt．－2躍∫τ．L9，9”．一一2π〃「－e

　　　　＝P，i2R，〔（aeiv’〒メ〔ユーaei“→；－aeψ．、．〔⊥－aeゴナ．）：

　　　　；P召｛－a3－2〔lCDS6

　　　　　＋（3a’・i・1＞cosθ　ces2m！一「－6⊂じs砺〆τ｝

　　　　　ず11．14α望cos：θ＋e」－46〔a：二　］）c（sθ⊂osL／n．〆T

　　　　　．ト2・　a’　CGS　4r．fTl・

したがってW（∫）＝♪ノ「・，IDげ）1：｛1－a’＋2副α：－L’／oss　e　UOS”am・fFl

　　　　tu－lia：＋CDS！θ一a－－4a〔a2＋ユ｝cosθcos　2π〆T

　　　　4．2a1cos4πfT｝　　　　　　　　　r－t－5）
となる，特にp－．q＝IS2のときは，釦；4F￥2’a．一叫2＞L「：，

θ＝π14となるので，．1：式は次武のよろに町‡i化さ礼る，

　　　vet〔プ，）三1 ド2／D iD（ノ）1 コ｛3－2cos2r∫T）

　　　　　　’（9－12cos2π〆τ〉→－4じos4τfr｝　　　　　㌔S＿－6〕

この式の1P（．〆｝．’に臭体的1籍1数iF姥代入ナると2こkの／21）武が

得られる．
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