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秒と時刻秒と時刻

秒の定義

「セシウム133原子の基底状態の2つの超微細準位間の遷移‒ 「セシウム133原子の基底状態の2つの超微細準位間の遷移
に対応する放射の9 192 631 770周期の継続時間」

天文学的な定義から1967年に量子力学的な定義に改定‒ 天文学的な定義から1967年に量子力学的な定義に改定

国際原子時（TAI ）

‒ 1958年1月1日0時において、世界時UT2と一致させスタート

協定世界時（UTC ）協定世界時（UTC ）

‒ 地球の運行に基づく天文時系である世界時（UT）に準拠する
ように調整された原子時系ように調整された原子時系

‒ うるう秒を挿入・削除して世界時UT1との差が0.9秒以上にな
らないように調整
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らないように調整



UTC UTC とうるとうるうう秒調整秒調整

うるう秒調整は1972年の特別調整以降導入。
2006年1月のうるう秒調整によりUTCはTAIに対して33秒遅れている。
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NICTNICTのおしごとのおしごと

日本標準時をつくる

日本標準時はNICTが生成する協定世界時UTC（NICT）を9時‒ 日本標準時はNICTが生成する協定世界時UTC（NICT）を9時
間（東経135度分の時差）進めた時刻

原子時計を用いて日本標準時を生成‒ 原子時計を用いて日本標準時を生成

日本標準時システム → 新日本標準時システム

日本標準時を比較する

‒ 国際時刻比較ネットワークのアジア・オセアニア地域のハブ国際時刻比較ネットワ クのアジア オセアニア地域のハブ

日本標準時を供給する

‒ 標準電波（JJY)、テレホンJJY、周波数標準器の校正

‒ NTP、タイムビジネスのNTAなど
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国際時刻比較ネットワーク国際時刻比較ネットワーク

世界中の機関で時刻比較のデ タを基に TAIとUTCを決定世界中の機関で時刻比較のデータを基に、TAIとUTCを決定

UTCとNICTが生成したUTC（NICT）との差が±10ナノ秒以上になら
ないように決定・管理ないように決定・管理
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これまでの日本標準時システムこれまでの日本標準時システム

発生系2系統 セシウム原子時計12台～14台発生系2系統

TIカウンタによる定時計測

（1 測定）

セシウム原子時計12台～14台

WSによる制御・監視

（1pps測定）
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新日本標準時システム新日本標準時システム

信頼性の向上
冗長系を ２系統 → ３系統
監視機能 を強化監視機能 を強化

短期安定度の向上
原振の変更

Cs時計 → Hﾒｰｻﾞｰ

UTC同期精度の向上
計測精度の向上 Hﾒｰｻﾞｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞの研究計測精度の向上

Hﾒｰｻﾞｰを活かせる精度
TIｶｳﾝﾀ → ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙDMTD
（Dual Mixer Time Difference）
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（Dual Mixer Time Difference）



新日本標準時システムの特徴新日本標準時システムの特徴

発生・計測系
‒ 原振はｾｼｳﾑから水素ﾒｰｻﾞｰ ・・・・ 短期安定度のup
主要部分は３系統 異常時は 系の 括切替え‒ 主要部分は３系統 ・・・・ 異常時は、系の一括切替え

‒ ﾏｽﾀｰ系の切替えはｾﾚｸﾀ ・・・・ 最終判断には人が介在
‒ TIｶｳﾝﾀから多ﾁｬﾝﾈﾙDMTD ・・・・ 同時計測の実現ｳﾝﾀ ら多ﾁｬﾝﾈ 同時計測 実現

1ppsから5MHz計測（精度向上）

監視・制御系
計算機は機能別に分散 ﾃﾞ ﾀ蓄積はLi 計測用は i d‒ 計算機は機能別に分散 ・・・・ ﾃ ｰﾀ蓄積はLinux 計測用はwindows

‒ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｻﾌﾞﾈｯﾄ化 ・・・・ 所内LANと分離
‒ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ導入 ・・・・ ﾌｧｲﾙはﾈｯﾄﾜｰｸ共有で一元化ﾃ ﾀ 導入 共有
‒ 監視のWeb化 ・・・・ 異常時はｱﾗｰﾄ表示＆ﾒｰﾙ通知

アルゴリズム
‒ 計測ﾃﾞｰﾀ異常判断 ・・・・ 異常ﾃﾞｰﾀの影響をできるだけ排除‒ 計測ﾃ ｰﾀ異常判断 ・・・・ 異常ﾃ ｰﾀの影響をできるだけ排除
‒ ﾏｽﾀｰ系の選択 ・・・・ ３系から最も安定度の良い系をｾﾚｸﾄ
‒ 周波数ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ改 ・・・・ 水素ﾒｰｻﾞｰ原振＆DMTD計測ﾃﾞｰﾀに

適した方法
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新日本標準時システムのブロック図新日本標準時システムのブロック図
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新日本標準時システム（パンフレットより）新日本標準時システム（パンフレットより）
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新旧システムの新旧システムのUTCUTC（（NICT)NICT)と各国と各国UTC(UTC(ｋ）ｋ）
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UTCUTCに対する世界の各機関の時計の寄与率に対する世界の各機関の時計の寄与率
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日本標準時の供給日本標準時の供給

原子時計標準器

BIPM、世界
の各時刻標

新日本標準時システム

原子時計群

の各時刻標
準機関
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無線局の周波数他
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２ 時刻配信・認証２ 時刻配信・認証２．時刻配信・認証２．時刻配信・認証

14



タイムビジネスタイムビジネス

情報システムに対して正確な時間を配信したり、ユー情報システムに対して正確な時間を配信したり、ユー情報 対 確な時間を 信 り、情報 対 確な時間を 信 り、
ザの利用している時刻の正確さを証明するサービスザの利用している時刻の正確さを証明するサービス
‒ 時刻配信サービス時刻配信サ ビス

インターネット等で取引や手続きが行われた時刻や電インターネット等で取引や手続きが行われた時刻や電イ タ ッ 等 取引 手続き 行われ 時刻 電イ タ ッ 等 取引 手続き 行われ 時刻 電
子文書が作成された時刻を証明するサービス子文書が作成された時刻を証明するサービス
‒ 時刻認証サービス（タイムスタンプサービス）時刻認証サ ビス（タイムスタンプサ ビス）

時刻配信サービス時刻配信サービスおよびおよび時刻認証サービス時刻認証サービスをを時刻 信時刻 信 時刻認証時刻認証 をを
あわせてあわせて「タイムビジネス」「タイムビジネス」と呼ぶと呼ぶ
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タイムスタンプサービスタイムスタンプサービス（例：電子署名方式）（例：電子署名方式）
GPS Common view GPS Common view 
による時刻比較による時刻比較

NICTNICTNICTNICT
時刻配信事業者用時刻配信事業者用
証明書発行・監査証明書発行・監査 NICTNICT

国家時刻標準国家時刻標準

機関機関（（NTANTA））

NICTNICT
国家時刻標準国家時刻標準

機関機関（（NTANTA））
時刻配信・監査局時刻配信・監査局

（（TATA））
時刻配信・監査局時刻配信・監査局

（（TATA））

証明書発行・監査証明書発行・監査
電子認証局電子認証局

（（CACA））
電子認証局電子認証局

（（CACA））

タイムスタンプ局タイムスタンプ局タイムスタンプ局タイムスタンプ局

タイムスタンプ局用タイムスタンプ局用
証明書発行・監査証明書発行・監査

時刻配信・監査時刻配信・監査

タイムスタンプ局タイムスタンプ局

（（TSATSA））
タイムスタンプ局タイムスタンプ局

（（TSATSA））

タイムスタンプト クンの要求 発行タイムスタンプト クンの要求 発行タイムスタンプタイムスタンプ

証明書の失効情報確認証明書の失効情報確認

お客様お客様//利用者利用者 (USER)(USER)お客様お客様//利用者利用者 (USER)(USER)

タイムスタンプトークンの要求・発行タイムスタンプトークンの要求・発行タイムスタンプタイムスタンプ
トークンの検証トークンの検証
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お客様お客様//利用者利用者 (USER)(USER)お客様お客様//利用者利用者 (USER)(USER)
お客様お客様//検証者検証者 (USER)(USER)お客様お客様//検証者検証者 (USER)(USER)



タイムスタンププラットフォーム技術の研究開発タイムスタンププラットフォーム技術の研究開発

総務省 委託研究 （平成１５～１７年度）総務省総務省

日本標準時を利用して正確かつセキュリティの高いタイム
スタンプを付与することができる「タイムスタンププラ ト

総務省 委託研究 （平成１５～１７年度）総務省総務省

スタンプを付与することができる「タイムスタンププラット
フォーム技術」を確立し、安心して利用できる高度情報通
信ネットワーク社会の実現に資する

・高精度時刻情報配信技術の開発
・高信頼時刻認証技術の開発

情情

・高信頼時刻認証技術の開発
・高速時刻認証技術の開発
・プラットフォームシステムの構築
・プラットフォームシステムのセキュリティ分析実施情報通信研究機構

（ＮＩＣＴ）

プラットフォ ムシステムのセキュリティ分析実施
・実証実験の実施

など

17



研究開発実施の基本スタンス研究開発実施の基本スタンス

実証・具体化に重点を置く

タイムスタンプ普及促進は急務であるタイムスタンプ普及促進は急務である
技術的な範囲が広く、すべてについて基礎研究を進める体制、時間を確保できない
既存技術の検証、選択、改良を主とし、基礎研究項目は必要なものに限定

他研究プロジェクトとの連携

日本標準時関係のノウハウ、設備の活用
所内にＧＰＳコモンビュー装置の開発、運用などの実績がある
ネットワーク系プロジェクトとの連携
システム統合、実証の際に高速バックボーンでの実験を実施

外部組織との連携

装置製造担当会社のノウハウ活用装置製造担当会社 ウ ウ活用
ノウハウのある会社に発注し、製造のみではなく、実装上の選択肢などの提案を受ける
タイムビジネス推進協議会での実証実験
タイムビジネス推進協議会に参加する多数の事業者、大学等と連携し、実利用に
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近い形での実証実験を行う



各年度の実施内容概要各年度の実施内容概要

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

機能強化および統合化

高精度時刻配信技術

個別サブシステムの構築

統合化プロトタイプ

プラットフォーム構築

統合化プラットフォーム高精度時刻配信技術

高信頼時刻認証技術

統合化プロトタイプ

・サブシステム機能強化
・サブシステムの統合化

統合化プラットフォ ム

・統合化プラットフォームの
構築と性能分析

析・セキュリティ分析
・実証実験

実施報告 修正指示 実施報告 修正指示 実施報告研究委託

高速時刻認証技術

総務省総務省

実施報告
外部評価

修正指示
継続委託

実施報告
外部評価

修正指示
継続委託

実施報告
最終評価

研究委託

NTA 時刻配信方法に反映

ガイドラインに反映 認定基準制定の参考資料として利用

研究発表
成果成果
活用活用

政策・施策
に反映

技術資料公開
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タイムスタンププラットフォーム実証実験タイムスタンププラットフォーム実証実験

NICT（小金井）

NTP Server

1pps、
10MHzJST

LAN (Private)

NTA1 NTA2 TA2LAN (Private)

SCSIINS64 LAN (Global)

NICT GW

VACA L3 switchDial-up Router

Client （for VA）
HSM

SCSIINS64 ( )

(       )

Internet   

（幕張 site） TSA (PKI type)

Dial-up Router Router

ADSL Router

TA1 TSA2

Dial up Router

LAN (P)

Router

LAN (G)

（IDC）
Dial-up Router Router

LAN (P) LAN (G)

（築地 site） TSA (Archive type)
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TSA1 Log server Router



ハードウエアハードウエアNTPNTPサーバサーバ

処理速度： GbE ワイヤスピード

タイムスタンプ精度：８ナノ秒タイ タンプ精度 ナ 秒
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原子時計のリアルタイムオペレーション原子時計のリアルタイムオペレーション

C d tC 1
Cs 3

Cs data

Purple: GPS CV

Cs 1

Purple: GPS CV
Cyan : D-F mean
( until yesterday)
Green : D-F mean
(real-time data)

Cs 2
Rb

(sample)
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Operation table for Cs1, Cs2, Cs3 and Rb



３３ VLBIVLBIと位置認証と位置認証３．３．VLBIVLBIと位置認証と位置認証
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VLBIVLBI技術技術
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ee--VLBIVLBI

e-VLBIとは 電子的（光子的）情報伝送を使ったVLBIe-VLBIとは、電子的（光子的）情報伝送を使ったVLBI

利点
• VLBI観測結果の即時性向上,感度向上
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観測結果の即時性向上,感度向上
• 大容量ネットワークコンテンツ



位置認証技術位置認証技術

確な位置

地球上での自分の位置
→ GPS

正確な位置？

数ミリメートルという精度
専門的な解析が必要

専門解析

→ 専門的な解析が必要

正しい位置情報
＋

位置情報の証明

いつでも，だれでも，かん
たんに高精度な測位結果

を得られる と位置情報の証明 を得られること

↓

位置情報認証技術の概念図 位置認証技術
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時空統合システムの構築へ時空統合システムの構築へ
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４ 時空サーバ４ 時空サーバ４．時空サ バ４．時空サ バ
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開発した時空サーバ開発した時空サーバ

ネットワークを介して、正
確な時刻・位置情報を供
給する小型サーバ

時刻精度：ｻﾌﾞﾏｲｸﾛ秒

位置精度（ANT.） ：±２ｍ

ﾈｯﾄﾜｰｸ：100BASE-TX

同期ﾊﾟｹｯﾄ：Ethernetﾌﾞﾛｰ
ﾄﾞｷｬｽﾄ

設定：不要

Size：13cm x 10cm x 4cm
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時空サーバの応用例時空サーバの応用例

地下街などでの利用 家庭での利用

30



時空サーバに関するお問い合わせ時空サーバに関するお問い合わせ

URLURL

‒ NSTサーバ用のクライアントパッケージを、下記URLで配布中

‒ http://www2 nict go jp/w/w114/tsp/research/labo3/nst htmlhttp://www2.nict.go.jp/w/w114/tsp/research/labo3/nst.html

‒ 担当者より

「普通のLinuxマシンがサブマイクロ秒精度になります」「普通のLinuxマシンがサブマイクロ秒精度になります」

問合せ先 町澤朗彦（ hi@ i j ）問合せ先：町澤朗彦（machi@nict.go.jp）
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