
毎日の生活の中で、皆さまを支えるシチズン TIC の技術

東京都

駒沢公園

環境にやさしい
太陽光エネルギーで動く屋外時計は
外部電源を必要とせず電気代ゼロ。
材料の安全性や環境にも配慮した
人と環境にやさしい製品です。「時」と「情報」

正確な時刻情報をお届けする
シチズンTICの技術は、

設備時計や情報表示はもちろんのこと
マラソンや公営競技での計時 ･計測など
暮らしのさまざまなシーンで活躍しています。
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GPS アンテナP.49 デジタル時計

P.55 世界時計

P.51 デジタル時計

P.82 情報表示

P.58 手術時間測時器

P.71 からくり時計

P.58 発言残時間表示

P.81 花時計

P.83 出退表示システム

P.105 公営競技

創立以来80年間
毎日の生活の中で皆さまを



東京都

駒沢公園

どんな場所でも
屋内はもちろん屋外設置できる製品をラインナップ。

建物デザインを彩るとともに、
人々の集う場所で正確な時間をお知らせしています。

いつでも正確
長波帯標準電波だけでなく衛星電波に対応。

日本全国あらゆる場所において
信頼できる時刻情報を提供しています。
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P.17 タイムサーバー親時計

P.103 計時・計測

P.59 環境配慮屋外時計

P.95 室内競技用総合表示システム

P.45 ステーションクロック

P.100 屋外得点表示システム

P.47 Sync WAVE

P.75 塔時計

P.11 シチズンGPSタイムサーバー

支える、シチズンTICの技術
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市販の「電波時計」の解決できない問題を
“設備時計”で解決！

設備時計であれば信頼できる電波で時刻合わせ
正確な時刻情報を一斉に、様々な場面で活用できます

設備時計は正しい時刻情報をあらゆる場面で、多くの人々に一斉に使っていただけるよう様々な
手段でお届けするソリューションです。

親時計がすべての時刻情報を一括制御、時計はその大小、設置環境にかかわらず、常に同一時刻に揃います。大規模建築内や
地下でもロケーションの影響なく正確な時刻を保ちます。外壁や高所の時計、それぞれ別室内の無数の時計を親時計の操作の
みで一斉に時刻合わせできるので、定期点検など物理的な維持管理を効率化できます。

先日、校舎に電波時計を設置して試験時間を正確な時刻に合わせたのに
全ての教室の時刻がピッタリとは合っていない。。。

鉄筋構造のビルや地下など、都市の屋内では電波が遮蔽されて標準電波受信が困難です。
また、電波受信のために乾電池寿命が短く、時計の数が多い場合には煩雑な交換作業と大量の廃
棄電池による環境負荷が生じます。

⇨ 電波時計を設置したのに全ての時計の時刻が合わない

鉄筋構造のビル 地下 都市の屋内

詳しくはP.��へ☞

長波標準電波

GPS衛星

みちびき衛星

FMラジオ

地上デジタル放送

様々な電波に対応
信頼できる電波で時刻合わせ

すべての時計・ネットワークタイムが
同一、且つ正確に揃います
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の解決できない問題を

設備時計は正しい時刻情報をあらゆる場面で、多くの人々に一斉に使っていただけるよう様々な

親時計がすべての時刻情報を一括制御、時計はその大小、設置環境にかかわらず、常に同一時刻に揃います。大規模建築内や
地下でもロケーションの影響なく正確な時刻を保ちます。外壁や高所の時計、それぞれ別室内の無数の時計を親時計の操作の

また、電波受信のために乾電池寿命が短く、時計の数が多い場合には煩雑な交換作業と大量の廃

地下階に検査室があったり、医科の配置換えも有り得るのですが、
良い設備時計はないものでしょうか？

無線でワイヤレスに時刻情報を送信するシステムがあ
ります。無線方式なので設置場所を選ばず、長波帯標
準電波では届かない部屋や地下にも設置が可能。移
動も自由にできるフレキシブルさが最大の特長です。
配線も不要ですから工事もかんたんに行えます。

⇨ 恒常的な設置が難しく、また電波の届きづらい構造の建物などの場合

フレキシブルな無線時計システムSyncWave（シンクウェーブ）！

避難場所に指定されている公園に時計がありません。
公園には電源もないし、またメンテナンス費用を捻出できるか心配です。

省エネルギー回路で駆動する環境配慮型屋外時計は
曇りや雨の日でもその日必要とする電力量を充電しま
す。災害時に電源が供給されていなくても時計は動き
続けます。充放電による特性劣化が少ないコンデンサ
を使用し長寿命です。蓄電池の定期的な交換費用と、
交換品の製造や輸送などのコストを削減できます。

⇨ 電源がないから時計の設置ができない

環境配慮屋外時計なら太陽エネルギーで駆動するので外部電源が不要

列車の運行上、正確な時計は絶対に止められません。
システムトラブルなどでも止める訳にはいきません。

自立型親時計は、恒温槽入り水晶発振器を�系統装備
した高精度の親時計で電波修正機能も有します。運
転系に異常が発生しても、自動的に待機系へ切り換
わり、安定した時刻供給を行います。万が一、�系統と
もトラブルに見舞われても、手動で外部信号動作へ切
り換え、時刻供給を維持することができます。主に鉄
道や発電所など、時刻情報が非常に重要で、絶対に停
止できない施設で使用します。

⇨ 鉄道や発電所など時刻情報がとても重要な施設

�・�号（正副）切替式親時計なら万が一に備えても安心です

詳しくはP.��へ☞

詳しくはP.��へ☞

詳しくはP.��へ☞

詳しくはP.��へ☞
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設備時計を設置したのですが、山間部に工場があるため親時計が標準電
波を受信できていないようです。。。

福島と九州の�局から送信されている長波帯標準電波、GPS衛星から送られてくる衛星電波、
テレビの地上デジタル放送やNHK-FM放送からお選びいただけます。

⇨ 設備時計でも標準電波を受信できなければ正確な時刻表示をしません

※原子や分子のスペクトル線の高精度な周波数標準に基づき、極めて正確な時間を刻む時計。GPS衛星にはセシウム原子
時計およびルビジウム原子時計が搭載されており、これら原子時計の誤差は、��万年に�秒以下とも言われています。

GPS衛星の原子時計から発信されている高精度の協定世界時（UTC）時刻電波を
受信して、親時計の時刻を補正します。

衛星原子時計※からの
正確な時刻

「みちびき」の衛星電波は天頂から発信されています。
今まで遮蔽物や地理的悪条件などで受信困難だった地域でも、GPS 衛星電波
アンテナにより全国どこでも受信可能となります。

天頂からの電波を
確実に受信

現在「みちびき」�機で日本のすべての地域をカバーしています。
将来的には�機体制を目指して開発が進められており、さらに全地球範囲での安定
した運用が約束されています。

全地球範囲を
隙なくカバー

シチズンTICの製品は衛星電波だけではなく、製品ごとの特性やお客様のニーズに
合わせて、
長波帯標準電波（JJY）、地上デジタル（ISDB-T）、ラジオコントロール（FM）など、
様々な電波に対応しています。

シチズンTICの製品は
すべて衛星電波に
対応可能

長波帯標準電波 地上デジタル放送 ラジオ電波衛星電波

詳しくはP.��へ☞

特に衛星電波は設置場所を選ばず、いつでもどこでも
正確な時刻情報を受信します
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様々なニーズにお応えする設備時計
私たちの暮らしは時刻を基準に開始・運用されています。

快 適な社会生活には正確な時刻情報が欠かせません。
IoT の普及など人を介さない制御・管理の分野が広がり、

時刻・時間という普遍的基準の価値は益々高まっています。

※原子や分子のスペクトル線の高精度な周波数標準に基づき、極めて正確な時間を刻む時計。GPS衛星にはセシウム原子
時計およびルビジウム原子時計が搭載されており、これら原子時計の誤差は、��万年に�秒以下とも言われています。

GPS 衛星の原子 時 計 から発 信されている高精度の協 定世界 時（U TC）時 刻電 波を

今まで 遮 蔽 物 や 地 理 的 悪 条 件など で 受 信 困 難 だった 地 域 でも、GP S 衛星電 波

将 来的には�機 体 制を目指して開発が進められており、さらに全地 球 範囲での安定

シチズンTICの製品は衛星電波だけではなく、製品ごとの特 性やお客 様のニーズに

長波帯標準電波（JJY）、地上デジタル（ISDB -T）、ラジオコントロール（FM）など、

遊園地のポール時計が
古くなって取り替えた
いのですが、
なかなか可愛い
ポール時計がなくて
どうしようかと...

新しく本社ビルを
建築予定なのです
が、新しいビルにふ
さわしいオリジナ
ルの時計は作れま
せんか

世界中のお客さまに
母国の現地時間を
お伝えできるような
大きな世界時計は
ありませんか？

植物園にポール
時計はあるので
すが、名物になる
ような施設がある
と来場者も増える
のですが

詳しくはP.��へ☞

詳しくはP.��へ☞

詳しくはP.��へ☞

詳しくはP.��へ☞

屋外電波時計でも
施設のイメージを取り入れた
オリジナルモニュメント時計を

ご提案します

お客さまの
ご要望に応えた

デザイン提案からの
時計製作を承ります

一度に世界中の
現地時間が
一目で分かる
世界時計が便利です

花時計なら
季節の風物詩として
多くの方の注目を
集めることができます
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技術の進歩とともに変わる「時間」のしくみ

協定世界時「UTC」が必要とされる理由

り入 れ た 協 定 世 界 時.
(UTC: . Coord inated.
Un i v e r s a l . T ime ) が
1972年にスタートしました。

日本ではUTC＋9時間、つまり9時間進んだ
時刻を日本標準時.(JST：Japan. Standard.
Time).としており、「+0900（JST）」などと表
記されることがあります。うるう秒は、TAIと太陽
時とのずれを0.9秒以内におさめるための工夫で
す。原子時計が刻む1秒は厳密に決まっているた
め、TAIだけで運行しているといずれは「正午なの
に太陽が昇りきっていない」という事態になってし
まいます。

これを解消するため数年に一度うるう秒という1
秒が追加され、その日は一日の長さが24時間プラ
ス1秒となります。

最近では日本時間で2017年1月1日の午前8
時59分59秒と午前9時00分00秒の間に「8時
59分60秒」が挿入されました。

原子時計が開発される以前、人々は遠い昔から
太陽の動きによって時間を計っていました。グリ
ニッジ平均時（GMT：Greenwich.Mean.Time）
という言葉になじみ深い方も多いことでしょう。.
経度０度と定められているイギリス、グリニッジ
天文台での天文観測に基づき、太陽が南中す
る時を正午と決めたものです。このGMTは1884
年にアメリカ、ワシントンD.C.で行われた国際会
議で世界基準として採択され、各国はグリニッジか
らの距離に応じてそれぞれ数時間進んだ、または
遅れた時刻を標準時とするようになりました。

さて、20世紀中頃からアメリカやイギリス
を中心に原子時計の開発が進められました。.
その結果、地球の自転速度は必ずしも一定ではな
く、GMTには秒単位でふらつきがあるということ
が分かったのです。太陽時においては地球の自転
1回が24時間、1時間は60分、1分は60秒と決
まっていますから、自転の速度が日によって異な
ると1秒の長さも変わってしまいます。

そこでTAI（国際原子時）をベースとして、太
陽時との差を埋めるために適宜うるう秒を取

「何時に駅で待ち合わせ」「何分後に出発」な
ど、私たちの行動にはいつも時間が寄り添って
います。

時間を知るためには時計を見ます。一日に
何度も見るという方も多いでしょう。では、この
「時間」が何で決められているかはご存知で
しょうか。

現在、世界標準として使われている標準時は
協定世界時（UTC：Coordinated.Universal.
Time）と呼ばれています。

UTCのもととなっているのは国際原子時..
（TAI：International.Atomic.Time）.です。TAI
は、原子時計によって刻まれる時系です。1958年
1月1日0時0分0秒を原点としてスタートしたもの
で、セシウム原子の振動を基準にしており、「セシウ
ム133.原子の基底状態のふたつの超微細準位間
の遷移に対応する放射の9,192,631,770.周期の
継続時間」が1秒と定義されています。

原子時計が刻む時間は驚くほど精密で、その誤差
は10万年に1秒という高精度にまで達しています。
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