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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成 29 年 4 月 19 日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  国立研究開発法人 情報通信研究機構・未来 ICT 研究所  

（ふりがな）                   はやさか かずひろ 

職・氏 名  研究マネージャー・早坂 和弘                
 

1. 事 業 名 相手国（ ドイツ ）との共同研究  振興会対応機関（  DAAD     ） 

2. 研 究 課 題 名  複数イオンによる新型光時計を目指したイオントラップ技術の開発                                       

3. 全 採 用 期 間 

平成 27 年 4 月 1 日 ～ 平成  29 年 3 月 31 日 （ 2 年 0 ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

本事業により執行した研究経費総額     研究交流経費（直接経費）： 3,242,549 円 

                     間接経費：   0  円 

初年度経費  研究交流経費（直接経費）：1,618,449 円、間接経費：  0    円 

２年度経費   研究交流経費（直接経費）：1,624,100 円、間接経費：  0     円 

３年度経費   研究交流経費（直接経費）：    円、間接経費：        円 

 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（実施期間中の参加者全員（途中から参加／不参加となった方も含む）） 

   ※途中から参加／不参加となった場合は、参加期間も記入してください。 

氏 名 所 属・職 名 

大坪 望 

李 瑛 

占部 伸二 

田中 歌子 

豊田 健二 

河合 祐爾 

増谷 賢吾 

紙谷 和彦 

 

北尾 政義 

情報通信研究機構・研究員 

情報通信研究機構・主任研究員 

情報通信研究機構・客員研究員 

大阪大学・講師 

大阪大学・助教(H27/4/1～H28/3/31, H28/10/6～H29/3/31) 

大阪大学・大学院博士前期課程学生(H27/4/1～H28/3/31) 

大阪大学・大学院博士前期課程学生(H27/8/19～H28/9/7) 

大阪大学・大学院博士前期課程学生 (H27/4/1～ H27/4/30, 

H28/9/8～H29/3/31) 

大阪大学・大学院博士前期課程学生(H28/4/1～H29/3/31) 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 Physikalisch-Technische Bundesanstalt(PTB)・Junior Research Group Leader・Tanja 

Mehlstaeubler 
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（3）相手国参加者（実施期間中の参加者全員（途中から参加／不参加となった方も含む）） 

   ※途中から参加／不参加となった場合は、参加期間も記入してください。 

氏  名 所 属・職 名 

Christian Ospelkaus 

Jonas Keller 

Sebastian Grondkowski 

Henning Hahn 

Jan Kiethe 

 

Johannes Mielke 

 

Alexsandre Didier 

 

Thorben Schmirander 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)・Professor 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)・Postdoc 

Leibniz Universitaet Hannover・Ph.D student 

Leibniz Universitaet Hannover・Ph.D student 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ・ Ph.D 

student 

Leibniz Universitaet Hannover・Ph.D student (2016.4.1

～2017.3.31) 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ・ Postdoc 

(2016.9.1～2017.3.31) 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ・ Ph.D 

student (2016.9.1～2017.3.31) 

*(1)、(3)共に代表者は除きます。
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

研究の目的 

原子時計で生成される「一秒」は、電波時計、GPS 等で配信され、高速データ通信やナビゲーション等の今

日の社会生活に不可欠な時空情報を提供するとともに、物理定数恒常性や相対性理論の検証等基礎科学に必

須の測定ツールとなっている。現在、実験室レベルでの最も正確な一秒は「光時計」により生成され、その

確度は 18桁に及ぶ。光時計には主に「単一イオン光時計」、「光格子時計」の二つの方式があり、相補的な特

色を持つ。本課題ではこの二つの方式の利点を兼ね備えた「複数イオン光時計」を実現するためのイオント

ラップ技術の研究開発を実施した。複数個イオンによる量子状態観測時間の低減により周波数安定度を増強

する同方式はドイツ側代表により提案されたが実現されていない。光時計動作を行うイオン種としてインジ

ウムイオン(In+)を対象とし、A.単一イオン型 In+光時計の時計周波数を決定する研究開発、B.複数イオン光

時計への拡張に適した新型トラップの研究開発を実施した。 

研究計画の実施状況 

課題 A.単一イオン型 In+光時計の時計周波数を決定する研究開発 

課題 Aを A-1.時計イオンと冷媒イオンの配列を制御する技術の開発、A-2.In+の運動、周波数シフトを計測す

るための光源技術の開発、の二課題として実施した。 

(A-1-1)早坂 和弘(情報通信研究機構)が H27/12/7 から 12/15 まで委託費により PTB および Hannover 大学に

滞在した。12/11 に PTB にてセミナー「Current status of the indium ion optical clock at NICT」を実

施。時計イオンと冷媒イオンの配列を制御する技術に関して詳細なディスカッションを実施するとともに、

共同で実験を実施し、日本側で開発した時計イオン(In+)と冷媒イオン(カルシウムイオン,Ca+)の配列を制御

する技術をドイツ側に技術移転した。 

(A-1-2)大坪 望(情報通信研究機構)が H29/2/19から 2/25まで委託費により PTBに滞在した。H29/2/20に PTB

にてセミナー「Recent progress of the In+ optical clock experiment at NICT in Tokyo」を実施。時計

イオン(In+)と冷媒イオン(イッテルビウム,Yb+)の配列を制御する実験を共同で実施した。 

(A-2-1)J. Kiethe (PTB)が DAADの支援により H27/10/26から 11/7まで情報通信研究機構(東京)に滞在。10/28

に情報通信研究機構にてセミナー「Current status of the multi-ion clock at PTB」を実施し、複数イオ

ンによる新型光時計に関してのディスカッションを行った。情報通信研究機構で開発された二段階第二高調

波発生技術を習得し、帰国後、PTBにて高効率二段階第二高調波発生装置を製作した。 

(A-2-2)J. Mielke(Hannover 大学)が DAAD の支援により H28/5/10 から 5/31 まで情報通信研究機構(神戸)に

滞在。In+の検出用遷移レーザー周波数安定化実験に参加。帰国後、レーザー周波数安定化を Hannover 大学

で実装した。 

(A-2-3)A. Didier (PTB)が DAADの支援により H28/10/24 から 10/31 まで情報通信研究機構(東京)に滞在。In+

の時計遷移周波数を計測する実験を共同で実施した。 

課題 B.複数イオン光時計への拡張に適した新型トラップの研究開発 

(B-1)田中 歌子 (大阪大学)が H27/7/12 から 7/18 まで委託費により PTB および Hannover 大学に滞在。

H27/7/13 および 16 に PTB および Hannover 大学でセミナー「Development of the planar traps at Osaka 

University」を実施し、新型イオントラップに関するディスカッションを行った。 

(B-2)C. Ospelkaus 教授(PTB)が DAAD による支援により H27/10/19 から 10/26 まで大阪大学および情報報通

信研究機構(神戸)に滞在した。10/22にセミナー「Quantum logic and precision experiments with ions in 

microfabricated traps」を実施し、PTB および Hannover 大学で研究されている新型トラップに関するディ
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スカッションを実施。 

(B-3)S. Grondkowski(Hannover 大学)が DAAD の支援により H27/10/19 から 11/4 まで大阪大学および情報通

信研究機構(神戸)に滞在し、大阪大学の実験室で学生と共同で実験を実施。 

(B-4)田中 歌子(大阪大学)が H27/11/3 から 11/7 まで委託費により PTB に滞在した。大阪大学で設計した新

型イオントラップを、PTBのクリーンルーム施設で製作する作業を実施した。 

(B-5)河合 祐爾(大阪大学)が H27/11/3 から 11/18 まで委託費により PTB および Hannover 大学に滞在した。

PTBのクリーンルーム施設で上記新型トラップの製作作業を行うとともに、PTB の実験室で共同実験に参加。 

(B-6)増谷 賢吾(大阪大学)が H27/11/3 から 11/18 まで委託費により PTB および Hannover 大学に滞在した。

PTBのクリーンルーム施設で上記新型トラップの製作作業を行うとともに、PTB の実験室で共同実験に参加。 

(B-7)北尾 政義(大阪大学)が H28/11/28 から 12/11 まで委託費により PTB に滞在。新型トラップ駆動用電気

系(DC 回路)の設計、製作、評価実験を行うとともに、PTBの実験室で共同実験に参加。 

(B-8)紙谷 和彦(大阪大学)が H28/11/28から 12/11まで委託費により Hannover大学に滞在。新型トラップ駆

動用電気系(rf回路)の設計、製作、評価実験を行うとともに、Hannover 大学の実験室で共同実験に参加。 

(B-9)豊田 健二(大阪大学)が H28/12/11 から 12/18 まで委託費により PTB に滞在。新型トラップの量子シミ

ュレーターへの応用に関して意見交換を実施するとともに、PTBの実験室で共同実験に参加。 

 

研究成果 

課題 A.単一イオン型 In+光時計の時計周波数を決定する研究開発では、日独共同で開発した技術を組み合わ

せることにより、H28 年度前半に情報通信研究機構(東京)で単一イオン型 In+光時計の周波数計測を実現し、

H28/8/29 から 9/2にスイス・Arosaで開催された European Conference on Trapped Ions 2016 にて共同で発

表を実施した。また、より精密な周波数決定実験を情報通信研究機構(東京)で実施し、H29 年 2 月に、この

10 年間更新の無かった周波数の不確かさを約 1/10 に低減する周波数計測に成功した。この成果は H29 年 3

月 8日に論文投稿し、査読待ちとなっている。また、ドイツ側では日本側からの技術の提供により、この 1,2

年の間に周波数計測を行う目途が付いた。 

課題 B.複数イオン光時計への拡張に適した新型トラップの研究開発では、ドイツ側によるトラップ電極製作

に関する情報提供により、複数個イオンを安定にトラップする平面型トラップを情報通信研究機構(東京)の

クリーンルームで独自に製作する技術の確立に成功した。この技術で二列配列型トラップ、等間隔配置型ト

ラップ等の日本側独自のアイディアによる複数個イオン用トラップを製作して Ca+を用いた評価実験を大阪

大学で実施し、トラップ動作を実証した。 

課題 A.B.で得られた成果により、今後、複数イオン光時計に適した新型トラップを単一イオン型 In+光時計

に適用することにより、高い周波数確度を保持したまま、高い周波数安定度を実現する複数イオン型 In+光時

計の実装が可能だと期待される。また、課題 B で開発した平面型トラップは複数個イオンを用いた量子シミ

ュレーションを始めとするイオン多体量子系として新しい量子物理を開拓するのに適した実験系であること

が明らかになった。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 各研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。委託費から支出し

た出張のみ記載してください。ただし、日本国内出張は除きます。） 

 
氏名・所属・職名 

期      間 

（現地到着日～現地出発日） 

主たる訪問先 

（機関名・国名） 

1

年

度

目 

(1)田中 歌子・大阪大学・

講師 

(2)田中 歌子・大阪大学・

講師 

(3)河合 祐爾・大阪大学・

学生 

(4)増谷 賢吾・大阪大

学・学生 

(5)早坂 和弘・情報通信

研究機構・研究マネージ

ャー 

H27/7/12～7/18 

 

H27/11/3～11/7 

 

H27/11/3～11/18 

 

H27/11/3～11/18 

 

H27/12/7～12/15 

PTBおよび Hannover 大学・ドイツ 

 

PTB・ドイツ 

 

PTBおよび Hannover 大学・ドイツ 

 

PTBおよび Hannover 大学・ドイツ 

 

PTBおよび Hannover 大学・ドイツ 

 

 小計 5 名（延べ人数）   

2

年

度

目 

(1)早坂和弘・情報通信研

究機構・研究マネージャ

ー 

(2)北尾政義・大阪大学・

学生 

(3)紙谷和彦・大阪大学・

学生 

(4)豊田健二・大阪大学・

助教 

(5)大坪望・情報通信研究

機構・研究員 

H28/8/28～9/3 

 

 

H28/11/28～12/11 

 

H28/11/28～12/11 

 

H28/12/11～12/18 

 

H29/2/19～2/25 

European Conference on Trapped Ions 

2016・スイス 

 

PTB・ドイツ 

 

Hannover 大学・ドイツ 

 

PTBおよび Hannover 大学・ドイツ 

 

PTB・ドイツ 

 

 小計 5 名（延べ人数）   

3

年

度

目 

   

 小計   名（延べ人数）   

 合計 10 名（延べ人数）   
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（２）各研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（振興会から滞在費等の支給

を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

 
氏名・所属・職名 

期      間 

（来日日～離日日） 

主たる訪問先 

（機関名） 

1

年

度

目 

(1)C. Ospelkaus・ PTB・

Professor 

(2)S. Grondkowski ・

Hannover 大 学 ・ Ph. D 

student 

(3) J. Kiethe・PTB・Ph. D 

student 

H27/10/19～10/26 

 

H27/10/19～11/4 

 

 

H27/10/26～11/7 

大阪大学および情報通信研究機構(神

戸) 

大阪大学および情報通信研究機構(神

戸) 

 

情報通信研究機構(東京) 

 

 小計 3 名（延べ人数）   

2

年

度

目 

(1)J. Mielke ・ Hannover

大学・Ph. D student 

(2)T. Mehlstaeubler ・

PTB ・ Junior Research 

Group Leader 

(3)A. Didier・PTB・postdoc 

(4)T. Schmirander・PTB・

Ph. D student 

H28/5/10～5/31 

 

H28/7/23～7/31 

 

 

H28/10/24～10/31 

H28/10/31～11/13 

情報通信研究機構(神戸) 

 

情報通信研究機構(東京), 情報通信

研究機構(神戸)および大阪大学 

 

情報通信研究機構(東京) 

大阪大学 

 小計 4 名（延べ人数）   

3

年

度

目 

   

 小計   名（延べ人数）   

 合計 7 名（延べ人数）   

 


