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光格子時計の実現と
その高精度性実証への貢献
宇宙年齢の138億年で1秒もずれない高精度な時計の開発とその実用化を目指して
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（a）光格子時計の概略図【1, 2】。レーザー光の干渉パタ （b）光格子レーザーによって生じる周波数シフトの波長依
ーンで生成された光格子中に原子集団を閉じ込めて、
その共鳴周波数をもとに高精度な時計を構成する。

存性の理論曲線。基底・励起状態のシフトが等しくな
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（内挿図）
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図2 低温動作型ストロンチウム光格子時計の装置概要とレーザー冷却されたストロンチ
ウム原子。極低温までレーザー冷却されたストロンチウム原子を光格子中に捕獲し、
低温に冷却した恒温槽の中で原子の共鳴遷移を高精度に分光する。

など、新たな測地技術への応用の可能性
が広がる。また、高信頼化した小型時計を
量産して各地に配置し、重力ポテンシャル
の時間変動を連続監視することにより、地
殻変動の検出、重力場の空間マッピング
への応用も考えられる。今後、時計の小型
化、可搬化によって、新たな基盤技術とし
て社会に貢献することを期待している。
本研究は、東京大学工学部物理工学
科香取研究室および理化学研究所香取
量子計測研究室において行われたもので
あり、多くの研究者および学生の協力に
よって得られた成果である。改めて関係者
の皆様に深く感謝申し上げます。
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資源探査、地下空洞、
マグマ溜まりの検出

（a）黒体輻射による時計の周波数シフト。片方の
時計の環境温度を95 Kで固定し、他方の温
度を変化させて、
その周波数差から温度依存
性を測定した。

（b）2台の低温動作型光格子時計の周波数差。
11回の測定の平均により2台の時計が18桁
の精度で一致していることが示された。
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