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Radio Atomic clock 

USCアトミック
クロック 

オーディオ用には水晶クロックが
一般的である。 

CR発振子やタンタル酸リチウム
発振子も使われたことがあった。 



       ルビジウムガスセル型原子時計  

 
ルビジウム(Rb)原子時計は Rb87の基底状態(5S 軌道)の超微
細構造の遷移周波数 

         νRb87＝6,834,682,612.8Hz 

を計測して高精度に時間と周波数を求める。 

Rb87の核スピンはI=3/2なので、その基底状態5SにはF=2,1の

超微細構造がある。この型の原子時計はガスセルに閉じ込め
たルビジウム原子の光ポンピングとマイクロ波遷移の2重共鳴
によるもので、(5S 準位と 5P 準位からなる) 3準位系の光ポンピ
ングにより基底状態の2つの超微細構造の間に分布差を作り、

上の準位の原子がマイクロ波により誘導放出することを利用し
て超微細構造の遷移周波数を測定する。 
 



 3準位系の光ポンピング 
マイクロ波を
当て誘導放出
を起こさせる 

E = hν  h:プランクの定数  ν:振動数  

光子の持つエネルギーE は振動数ν に比例し 

その比例定数はプランク定数 h に等しい。 

振動数ν 

エネルギー差がマイク
ロ波領域の振動数に
相当 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%AD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%AD%90


Rbアトミッククロック回路 

Rb discharge lamp 

Microwave cavity 

Rb filter cell 

Photodiode 

Resonance cell Rb & buffer gas   

VCXO 



         セシウム原子時計 
炉から放射されたセシウム133の蒸気を、磁場によって超
微細準位の異なる2つに分離する。励起状態のセシウム
の量が多くなるよう周波数を調整し、正確な
9,192,631,770Hzのマイクロ波を作り出す。 

1967年から、国際的な1秒の定義となっている。 
 

最初のアトミッククロック 



Cs原子時計の精度の向上 

縦軸は一日当りの誤差（ナノ秒）と周波数の不安定度、横
軸は西暦を表す。NIST-F1ではレーザー光によって原子の
熱運動を低減することで精度を上げている。 



レーザー冷却 
 レーザー冷却とは、レーザー光を用いて、気体分子の温度を絶対零度近くまで
冷却する方法のこと。原子は光を吸収すると、その光のエネルギー（光子の運
動エネルギー）をもらい光圧という力を光の進行方向へ受ける。ドップラー冷却
過程ではこの光圧を利用する。 

まず、冷却しようとしている物質は気化しているものとする。また、圧力は充分に
低く、原子（イオン）同士の相互作用は無視できるくらい低い確率でしか起こらな
いものとする。ここに、左右両方向から、冷却しようとしている原子の吸収波長よ
りもやや長波長側に調節した同じ強度のレーザー光を照射したとする。 

もし、原子（イオン）が右に運動していると、左右から照射されている光の原子か
ら見た波長は光のドップラー効果により変化をする。この変化の符号は反対で、
具体的には右から照射されている光の波長は原子から見て短くなり、左から照
射されている光の波長は長くなる。これにより右から照射されている光の波長
は吸収波長により近づき、左から照射されている光の波長は遠ざかることにな
る。右から照射されている光の吸収確率が増え、左から照射されている光のそ
れが減ることにより、実質的に左向きの光圧を受けることになる。逆に左に運動
している原子は、同様の過程により実質的に右向きの光圧を受ける。左右どち
らに運動していても、運動方向と反対向きの光圧を受けることになり、原子（イオ
ン）の平均速度は減少する。つまり左右方向の運動について冷却される。これ
は三次元空間の各軸について同時に行なうことができ、全ての軸について運動
エネルギーを減らす、すなわち冷却することができる。 

 



24基の衛星が12時間で周回しており 

それらは互いにシンクロナイズしている。 

4基の衛星から受信して位置を決める。 

衛星のクロックはCsアトミッククロックとRbアトミック 

クロックを使用しており、地上局から1日1回校正を受ける。 

GPS衛星 



衛星用アトミッククロック 
  堅牢性   コンパクト 
  レーザー冷却使用 
  ディック効果の抑制 
  Magnetic Optical Trap (MOT) 

  地上の標準クロックからドリフトの校正を受ける。  
 



Rbのマイクロ波の周波数はCsより小さく、波長が長いので、leakageを起こさず

にマイクロ波キャビティへの孔を大きくすることができ、より多くの原子を送りこん
で、マイクロ波の強度を上げることができること、Rbの核スピンがCsより小さいの
で、磁場の影響がそれほど鋭敏でないことなどからRbクロックが見直された。 

どのようなブロックの衛星にどのようなクロックが搭載されているか、それらの周
回の模様などは、USNOのweb-siteに記載されている。 

GPS衛星におけるRbクロックの採用 



GPSレシーバーの技術 

GPS衛星からの受信については、実際には天候や温度変化、マ
ルチパス、アンテナ固有の問題その他の外乱因子により問題は
複雑なようで、受信したものは相当に変動が大きく、そういった外
乱による変動を学習して精度を上げるようなアルゴリズムの開発
がなされている。 

             Hewlett Packard “SmartClock” 

GPS衛星からの信号が途切れた場合は、過去の信号を保存して
それを使用するHoldoverという機能も有する。 

現在は小型化、省電力化、アルゴリズムの進歩が図られている。 

SmartClockによる
安定度向上の事例 

               



最近の実測例(1) 
         



最近の実測例(2) 
         



注：IIRはII/IIAより新しいブロックのモヂュール 

ブロックやRb/Csの違いでHadamard偏差の値が異なる 



GPSの例 

 Modified Allan variance (MVAR)  Normal Allan variance (AVAR) 



GPS同期発振器 

１）原発振子はGPS衛星の高精度アトミッククロックを使用したものである。 

２）受信側のGPS同期の発振器で使用されるTCXOやVCXOは高精度のものが
用いられている。 

３）受信側のGPSの信号に含まれるジッターを除去する機能があること、ある精
度を保つ機能としてホールドオーバー機能があること、温度や電圧の変動に強
いことがあり、ホールドオーバー機能が常時働くとすれば時間経過とともにアラ
ン標準偏差が減少し、電圧の変動が小さいことは位相雑音の抑制に有利である。 

注：アラン標準偏差は、元々はGPS衛星に搭載される精密な時計の性能評価のために
開発された指標であるが、周波数発振器やジャイロの特性評価に用いられている。オー
ディオ領域のクロックの評価には用いられていない。 



各種振動子とGPSクロックのデータを総合すると、GPSクロック
の変動は、商業用Csクロックより低いレベルで時間とともに商
業用Rbクロックや高精度水晶クロックの及ばない領域に入って
くるように見てとれる。 

水晶クロックは短期では、Rbに匹敵する十分な精度を有する
が、時間経過の安定度が十分でない。 

ジッター、位相雑音、ppm/ppbのような変動の相対尺度も音質
と関係づけられる物差しになっていない。 

GPS-777の音質が、水晶クロックやRbクロックジェネレーター
のそれを上回り、かつ音質が時間とともに向上していくこととア
ラン標準偏差の挙動が間接的に結びついていると考えること
は一つの可能性を示唆するもののように思われる。 

注意すべきはこのようなデータは高精度の測定器によって得ら
れたものであり、GPS-777のレシーバーに直ちに同じデータが

適用できるわけではないし、オーディオ回路にまでそれらが持
ち込まれていることを保証するものではない。 

 

GPSクロックの特性と音質との関係 



ジッターとディジタル伝送およびDA変換 



ジッターとディジタル伝送およびDA変換 



ジッターはどこまで聴き分けられるか 

再生フォーマットから要求されるジッターの下限値 
        （人間の聴覚の精度を全く考慮しない） 
再生フォーマットの精度を１ビットたりとも落とさないため
のジッター量の上限値を求める。 
「そのフォーマットで再生が許される最高周波数の 
純音の最大傾斜（Smax）」×「ジッター量（Tj）」が量子化
雑音1/2LSBを超えないというジッター量（Tj)を求める。 
フォーマット      歪が1/2LSBを超えないための 

                                        ジッター量 

44kHz, 16bit      ±121.4ps 以下 

192kHz, 24bit      ±0.1ps 以下 
蘆原郁，桐生昭吾，“ディジタルオーディオにおける時間 

ゆらぎ許容値及び検知閾，”日本音響学会誌，59,241-249（2003） 



ジッターはどこまで聴き分けられるか 

【テスト方法概要】 
◆CD音源4曲使用 

◆CD同軸デジタル出力からのbitstreamに正弦波ジッターを付加
（Prism JM-1 jitter modulator） 
◆ジッターの振幅はDIRのロックが外れない範囲で付与 

◆ジッターの周波数は1530Hz～1850Hz 

◆ヘッドホン使用（Sony MDR－V6） 
◆被験者8人 

【テスト結果】  
20ns未満では判別不能、検知限は概ね30ns～300ns程度と推定 

Eric Benjamin and Benjamin Gannon, “Theoretical and Audible 

Effects of Jitter on Digital Audio Quality”, Pre-print 4826 of the 

105th AES Convention, San Francisco, September (1998) 

他にも東京情報大学のグループの同様の研究がある 



ジッターはどこまで聴き分けられるか  

理論的にはジッターがCDフォーマットで120psec, 

192KHz,24bitで0.1psec以下であれば、bit落ちはない。

音楽信号に揺らぎを与える実験でのジッターの可聴
限界はテスト環境にもよるが、20ns～1μsとされている。 

しかしながら、マスタークロックに水晶クロックを使用
しているので、それらのジッターにマスキングされてい
る可能性がある。 
サンプリングクロックのジッターに関する可聴限界の
実テストは見当たらないが、可聴限界には周波数依
存性があり、高域ではサイドバンドのマスキングがな
くなるので可聴限界が下がり、20KHzでは20psecまで
下がると言う見解がある。 



ジッターはどこまで聴き分けられるか 

高域ではサンプリングジッターの可聴限界が低下する 



位相変調【位相雑音とスプリアス】 

発振器は、本来発振すべき周波数以外の周波数成分も同時
に発振しており、本来発振すべき周波数に近い周波数の成分
（±1Hz～1kHz）が多く観測されるのが一般的で、こうした本来

発振すべき周波数以外の周波数成分を「位相雑音」と呼び、こ
れらがジッターとなる。 



位相雑音（c/n）の実測例 

TAD-D600の発振器のc/n値 

位相雑音の低減 



ジッターの抑制 

１）原発振器の精度向上(＊) 

２）周波数雑音による位相変調（スプリアス）を避けるため 

  良質の電源確保、機械的振動からの解放、電磁的遮断など   

  方策を採る。(＊) 

３）PLLの改善(＊) 

４）信号線のグラウンド（GND）を経由したノイズの対策(＊) 

５）圧電素子である水晶発振器の外部からの振動の影響を 

  なくするための振動対策(＊) 

６）S/PDIF, AES/EBU伝送における問題 

  Wordsyncで外部マスタークロックジェネレーターをMasterと 

  する。(＊) 

  良質のケーブルの使用(＊) 

７）USB伝送における問題 

  アシンクロナス伝送 

  良質のケーブルの使用(＊) 

 

＊：インフラノイズ製品の 

    留意点 

光アイソレーション 

磁気浮上 

GPS-777, ABS-7777, CCG-525 



まとめ 
CDの発売以来、ディジタル再生の問題点として多くの事象が 

挙げられてきた。 
  情報化理論  CDフォーマット  PCM 

  読み出しエラーとその補正  折り返しノイズ 

  サーボ機構のノイズ  読み取りレーザー光のちらつき 

高精度のアトミッククロックを搭載したGPSクロックを応用した
クロックジェネレーターは革新的な音質向上をもたらす。 

その背景には、多くの技術の集積がある。 

ディジタル再生における音質にはクロックの品質が重要な 

役割を果たしている。 

聴感と相関するクロック品質の定義とデータの蓄積が 

望まれる。 

クロックの精度は予想外に高精度の領域まで音質に影響を 

与えている可能性が示唆される。 

 

 



！ 

I got it！ 

Have a nice audio and 

joyful drinking！ 

GPS-777でHappy 

「現代人が周囲で生じる急激な変化を十分に理解する
ために必要とする英知は、発明それ自体が進歩する
速度に比べると、はるかに遅々とした進歩を示すにす
ぎない。」池内了（10月18日朝日新聞天声人語より） 



次なる夢は? 

アトミッククロックから 

光格子時計へ 
GPSクロック搭載携帯プレイヤー 

高精度クロック 

ストリーミングサービス 

NAXOS 

Winamp 

アンテナ 


