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UTC(NMIJ)の運⽤とその堅牢化・⾼精度化に向けた取り組み

 NMIJ では、⽔素メーザを周波数源とする時刻系「UTC(NMIJ)」を運⽤し、これを光
格⼦時計の性能評価や産業界で使⽤されている周波数標準器の校正に使⽤しています。
UTC(NMIJ)は協定世界時(時刻の標準)との差が約±10 ns 以内に維持されており、これ
は世界トップレベルの精度です。⼀⽅で、近年はシステム全体に渡って⽼朽化が懸念さ
れていたことから、システムの保守および堅牢化に取り組んできました。協定世界時と
の同期精度の向上に向けて、深層学習を⽤いる独⾃の⼿法の開発にも取り組んでいます。 

はじめに : 時間・周波数と時刻 
正確な時間や時刻は、私たちの⽇常⽣活

から基礎科学の研究に⾄るまで、様々な場
⾯において必要不可⽋であり、その重要性
は論を待ちません。1967 年以来、国際単
位系における時間の基本単位「SI 秒」は、
セシウム 133 原⼦の基底状態における超
微細構造準位間の遷移周波数を 9 192 631
770 Hz とすることで定義されています。
この定義を実現する「セシウム原⼦時計」
からの信号が時間の標準であり、私たちが
認識・共有する時刻の源流です。
⼀⽅、時刻の標準としては「協定世界時

(Coordinated Universal Time, UTC)」が
1972 年以来その役割を担っています[1]。
図 1 は UTC の計算の流れです。国際度量
衡局(BIPM)では、NMIJ を含む世界中の約
80 の標準研究機関等で稼働中の約 500 台
の原⼦時計(商⽤セシウム原⼦時計、⽔素メ
ーザー型周波数標準器)のデータの加重平
均により「⾃由原⼦時(EAL)」を計算します。
EAL は多数の原⼦時計の加重平均なので
⾮常に安定な時刻系ですが、その⼀秒の間
隔(歩度)は SI 秒からはずれています。そこ
で、この歩度をいくつかの標準研究機関で
稼働している⼀次周波数標準器(原⼦泉型
あるいは原⼦ビーム型セシウム周波数標
準器)で校正することで「国際原⼦時(TAI)」 

が計算されます。TAI に対して、地球の⾃
転から定まる時刻系である「世界時(UT1)」
との整合のための調整(うるう秒調整)を
⾏なった時刻系が UTC です。 

UTC(NMIJ)の運⽤とその現状 
 UTC は⾼い冗⻑性と安定度を持つ⼀⽅、
多数の原⼦時計のデータの加重平均から
計算されることからも分かるように、
UTC を刻む物理的な原⼦時計は存在せず、
リアルタイムに知ることはできません。
さらに、UTC の計算は毎⽉ 10 ⽇頃に前
⽉の 5 ⽇毎の 0:00 UTC についてだけ⾏
われ、その結果は後に述べるCircular T[2]
と呼ばれる⽂書により約⼀ヶ⽉後にしか
分かりません。これでは実⽤上不便なの
で、各標準研究機関では、UTC と同期さ
せた「UTC(k)(kは機関名の略称)」という
実信号を⽣成・運⽤しています。NMIJ で
は 、 ⽔ 素 メ ー ザ ー 型 周 波 数 標 準 器
(Hydrogen Maser, 以下 HM)を原振(周波
数源)とした時刻系「UTC(NMIJ)」を⽣成・
運⽤し、これを次世代時間標準の候補で
ある光格⼦時計の性能評価[3]や、周波数
遠隔校正システムを介して産業界で使⽤
されている周波数標準器の校正[4]に使⽤
しています。また、UTC(NMIJ)は⻑さや電
気など、他の物理量の測定における参照
信号としても利⽤されています。
図 2 は UTC(NMIJ)のシステムの概略図

です。NMIJ では2 台のHM(HM1, HM2)、
1台の商⽤セシウム原⼦時計(CC1)を連続
運転しています。このうち、最も周波数安
定度の良い HM1(Kvarz 製, CH1-75A)の
信号を周波数調整器(Microsemi製
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図 1 UTC の計算⽅法の概略図
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図 2 UTC(NMIJ)の概略図
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Auxiliary Output Generator, 以下 AOG)に⼊⼒し、AOGの
出⼒を UTC に同期させた信号が UTC(NMIJ)です。HM2、
CC1 と UTC(NMIJ)の⽐較も常時⾏っています。この⽐較
のデータは、UTC の計算だけでなく、各原⼦時計の動作状
況の監視や異常の原因究明にも役⽴っています。こうして
⽣成された UTC(NMIJ)は、GPS 衛星を介して他国の機関
の時刻系と⽐較されています。この⽐較の結果も BIPM に
提供され、TAI や UTC の計算に⽤いられます。そして、
UTC と UTC(NMIJ)の時刻差は、BIPM が毎⽉公表する
「Circular T」と呼ばれる⽂書で報告されます。 
UTC(NMIJ)は UTC との同期を⽬的とした時刻系であるた

め、UTC との同期のために AOGの周波数を⼀ヶ⽉に数回
程度調整しながら運⽤しています。この周波数調整は、以
前は UTC と UTC(NMIJ)の時刻差を参考に⾏なっていまし
たが、最近は「rapid UTC([5], 以下 UTCr)」と UTC(NMIJ)
の時刻差を参考に⾏なっています。UTCr は 2013 年 7⽉か
ら始まった UTC の速報版で、BIPM より毎週報告されてい
ます。UTCr は UTC より精度が劣るものの、データの間隔
が 1 ⽇毎であることから、UTC(NMIJ)のより詳細な周波数
変動を知ることができるのがその利点です。図 3 は 2019 年
4 ⽉から 2021 年 8⽉末までの UTCr と UTC(NMIJ)の時刻
差のプロットです。縦軸は時刻差、横軸は修正ユリウス⽇
(Modified Julian Date, MJD)です。UTC(NMIJ)は、ある⼀
時期を除いて UTCr との差が概ね約±10 ns 以内で運⽤さ
れており、これは世界トップレベルの精度です。 

UTC(NMIJ)の課題とシステムの堅牢化 
過去 10 年以上に渡って安定して維持・運⽤されてきた

UTC(NMIJ)ですが、近年は各種機器の経年劣化が⽬⽴って
きたことから、システムの保守と並⾏して、運⽤継続性を第
⼀に考えた堅牢化のための様々な措置を施してきました。
特に、HM2(VREMYA-CH 製, VCH-1003M)を原振とする
UTC(NMIJ)の予備系について、改めて数ヶ⽉にわたる評価
を⾏った結果、現在の UTC(NMIJ)と同等の性能に達してい
ることが確認できたことは⼤きな前進です。図 4 に改良し
た UTC(NMIJ)のシステムの概略を⽰します。図 4では予備
系を「UTC(NMIJ)ʼ」と表記しています。不測の事態で現在
の UTC(NMIJ)の運⽤の継続に懸念が⽣じた場合にも、予備
系に切り替えて UTC(NMIJ)の運⽤を安定に継続できる体
制を確⽴しつつあります。さらに最近、HM1 と同型の HM
を新たに導⼊し(図 4における HM3)、バックアップの体制
を強化しました。原⼦時計以外については、UTC(NMIJ)の
国際⽐較のためのGPSデータ受信機も⽼朽化が懸念されて

いましたが、更新作業を進め、間もなく新型機の運⽤が開始
できる⾒込みです。 
UTC(NMIJ)は、「24時間 365 ⽇、いつでも利⽤可能な時刻

系」を想定しているため、⻑期間の運⽤の中断を伴う⼤規模
な保守作業を⾏うことは困難です。⼀⽅、UTC(NMIJ)の安
定した運⽤のためには、保守作業はその運⽤と並んで重要
なタスクです。今後も運⽤に⽀障のない範囲で、保守・堅牢
化のための作業に取り組む計画です。 

UTC(NMIJ)のさらなる⾼精度化に向けて 
先⼈たちの知恵と努⼒により、UTC は過去約半世紀にわた

り時刻の標準として安定してその役割を担ってきました。
⼀⽅、UTC の冗⻑性や安定性の向上は依然として重要な研
究課題であり続けており、近年も計算アルゴリズムの改良
[6]などが継続して⾏われています。また、UTC(k)について
はその⽣成⽅法は各機関に委ねられていることから、
UTC(k)の⾼精度化、つまり UTC への同期精度の向上のた
めの様々な研究が⾏われています。NMIJ では、AOG の周
波数調整において深層学習を⽤いる独⾃の⼿法の開発に取
り組んでいます[7]。また、NMIJ で開発したイッテルビウム
光格⼦時計は世界トップレベルの稼働率を誇り[3]、最近で
は TAI に貢献し始めました。これは、従来は UTC(NMIJ)を
基準として光格⼦時計の性能評価を⾏なっていたのに対し
て、連続運転する光格⼦時計により UTC(NMIJ)の周波数変
動がモニター可能となったことを意味します。今後は光格
⼦時計のデータも参考にしながら UTC(NMIJ)を運⽤する
ことで、さらなる⾼精度化が実現できると考えています。
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図 4 最新の UTC(NMIJ)の概略図。「UTC(NMIJ)ʼ」が
予備系である。

図 4 最新の UTC(NMIJ)の概略図。「UTC(NMIJ)ʼ」が
予備系である。
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