
時刻・タイミング同期 / 時刻監視ソリューション

製品紹介カタログ

〒103-8284　東京都中央区八重洲1-1-6
TEL.03-3245-1250(営業直通)   FAX.03-3246-0645
E-Mail : Spectracom@toyo.co.jp

本カタログに記載された商品の機能･性能は断りなく変更されることがあります。 SCM-4876-00-1805000-390-1.0-N53-CA

情報通信システムソリューション部

www.toyo.co.jp/ict/maker/detail/id=3981

オフセット収集イメージ

　時刻同期している機器、ソフトウェア全てのUTCオフセットを収集し、システム全
体の時刻同期ステータスを一括で管理することができるソフトウェアです。MiFIDⅡ
の規格に合わせ、毎秒、毎分、毎時のレポートを自動出力します。

PRISMA Compliance

MiFIDⅡ対応　トータルオフセット管理ツール

● GNSS信号からクライアントまでのトータルオフセットを計算

● NTP/PTP対応

● 最短で数秒ごとのリアルタイムレポートを出力可能

● レポートのカスタマイズ可能

● 複数地点のオフセット情報の統合可能

特徴

● 統計情報（平均値、最大値、標準偏差）

● 任意の時間単位でのレポート出力

● グランドマスター情報（緊急停止、問題）

● 各クライアント情報（UTCオフセット情報）

● データギャップが生じたときの時刻

レポート内容

　小型、軽量、省消費電力なモバイル型タイムサーバです。アメリカ国防総省制定
MIL規格テストをクリアした、堅牢化フォームファクタです。世界で唯一軍事用GPS
に対応している小型タイムサーバです。

VersaSync / VersaPNT

小型組込みタイムサーバ/GPS補強型慣性航法システム

VersaSync特徴
● NTP/PTP対応

● オシレータ内臓のため、GPSを使用できない環境に適合

　OCXO、低位相ノイズOCXO、CSAC

● 多数の入出力信号に対応

　GNSS、SAASM、1PPT、IRIG、RS232、HaveQuick

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etc

VersaPNT特徴
● GPS補強方慣性航法システムとタイミング機能を搭載

● NTP/PTP対応

● 低位相ノイズOCXO内臓のため、GPSを使用できない

　環境に適合

● 多数の出力信号に対応

　1PPT、IRIG、RS232、10MHz

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etc

特徴

PRODUCTS LINEUP
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時刻同期とは、ルータ、スイッチ、サーバなどの機器を接続し、

ネットワークを構築する際に、機器間の「時刻（クロック）」を同期

させることです。時刻は我々の生活において、非常に重要です。

同期がとれていないネットワーク上では多くの問題が生じます。

例えば、サーバとスイッチの時刻情報がずれていると、パケット

が破棄されたり、最悪の場合アプリケーションの停止につながる

恐れがあります。

同期には様々な方法がありますが、大きく分けて２つのパターン

があります。時刻情報を提供する時刻同期、タイミングを提供する

タイミング同期です。

第5世代移動通信方式（以下、5G）では、「超高速」でかつ「低遅延」が実現されます。5Gネットワークには、パ
ケットロスや遅延が少ないことが非常に重要です。ネットワーク内の様々な機器を高精度で同期させること
が、パケット情報伝達を円滑にし、パケットロスや遅延を減少させることが可能となります。

　近年、HFT(High Frequency Trading)という高速取引が主流になっており、金融業界ではナノ秒レベル
の時刻精度が求められています。ヨーロッパでは新たにMiFIDⅡという規約が適用される等、金融は業界時刻
精度を争う群雄割拠になっています。Spectracom社のソリューションでは、PTPによる高精度な時刻情報
を配信したり、時刻同期システム全体を管理することができます。

正確な時刻はGNSS等の衛星信号から計算されます。GNSS信号により

正確な位置を把握することで、その場所での正確な時間が得られます。

東陽テクニカが提供するSpectracom社製タイムサーバは衛星から受

信した時刻や、正確なタイミングをお客様のネットワークや機器に提供す

ることが可能です。

また、豊富な入出力信号のインターフェースにより、各業界が必要として

いる通信方式で時刻やタイミングを提供することができます。

本書では、各業界が求める時刻やタイミング形式、様々な業界で直面して

いる時刻同期に関する問題と、その問題を解決するソリューションを紹介

しています。

同期とは同期とは モバイルネットワーク 5G

金 融

01
モバイル
ネットワーク
→PTP  1pps 10MHz

02
金融
▶NTP/PTP 10G 25G 40G

　PTP時刻精度監視機能

   高精度時刻同期

03
データセンタ
▶NTP/PTP 10G 25G 40G

　PTP時刻精度監視機能　

　IRIG 10MHz 1pps その他周波数

04
放送
▶PTP IRIG  ASCII TIMECODE

　1pps 10MHz

05
防衛
▶PTP IRIG ASCII TIMECODE

　1pps 10MHz

時刻同期

● NTP
● PTP
● IRIG
● ASCII TIME CODE

タイミング同期

● 1pps

● 10MHz

● その他周波数出力

ｒ1
ｒ2 ｒ3

ｒ4

01

02

5Gでの「低遅延」を実現するため、無線区間の遅延を既存ネットワークの10分の1以下にすることが求めら
れています。タイムサーバから出力する1PPSとPTPにより、数十ナノ秒の時刻精度を実現します。
これにより、5Gで求められる端末と基地局間の遅延を低減します。

低遅延

時刻同期のパケットをロスすることなく処理することが必要です。ネットワークの高速化に伴い、10G, 25G, 
40G PTPに対応した高速インターフェース搭載のタイムサーバが必要となります。

超高速

GPSは信号強度が弱く、ジャミング信号による妨害を受ける可能性があります。また、暗号化されていない信
号は、常にスプーフィングによる驚異にさらされており、対策が必要です。

高信頼

▶ 2018年1月からヨーロッパで適用
▶ 金融機関を利用する顧客の個人情報を保護するための規約　
▶ マイクロ秒単位の時刻同期精度の維持、ネットワーク機器の遅延値の把握、タイムスタンプ情報の保存等が要求される

MiFIDⅡ

モバイルネットワーク向けソリューション例

● 1PPS、PTP対応→SecureSync、PRISMA VelaSync 

● 高速インターフェース対応→PRISMA VelaSync

● ジャミング、スプーフィング対策→STL、BroadShield

ユーザー ユーザー

サーバー モニタ装置

基地局 基地局

中継局 中継局

中継局 中継局

携帯ネットワーク網のイメージ図

Compliance UI

Grandmaster

Transmitter

Compliance Server

Transmitter

Transmitter

Transmitter

金融業界向けソリューション例

● PTP対応タイムサーバ→SecureSync、PRISMA VelaSync

● 機器の遅延値の把握、維持→PRISMA Compliance
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多種多様な企業のシステムが集まるデータセンタにおいて、時刻同期はとても重要です。

しかし、データセンタ内での時刻同期は以下のような課題があります。

　　　● GPS信号が入りづらい 

　　　● 利用者ごとに専用のアンテナをに設置

これらの問題点を解決するため、近年、データセンタ事業者は利用者にGPS等で同期された

時刻情報を配信するサービスを開始しています。Spectracom社の時刻同期ソリューション

では、GPSの入らない屋内でも衛星信号を受信することができます。

商用テレビの画質は4K、8Kと目まぐるしく進化しており、それに伴い同軸ケーブル配線の複雑化とい

う問題点があります。同軸ケーブルはとても重く、中継車に積み込むのは非常に困難です。そこで放送

ネットワークのIP化が進んでいます。スタジオや中継車の撮影システムをIP化し、同軸ケーブルとLAN

ケーブルを組み合わせることで、シンプルなシステムを構築できます。Spectracom社の時刻同期ソ

リューションは放送業界のIP化サポートする時刻同期システムをトータルで提供することができます。

防衛ネットワークでは、送受信用レーダ、SATCOM等の無線基地局、無人航空機、ドローン監視、

対ミサイル迎撃システム等様々な場面で時刻同期技術が活躍しています。また、最近では、サイ

バー攻撃対策においても重要な役割を担っています。Spectracom社のタイムサーバはアメリ

カ国防総省制定MIL規格に準拠したテストをクリアしているため、耐久性にも優れています※。

これら時刻同期技術はGPSから正確な時刻情報を受信しています。日本で受信するGPS信号に

は２つの脆弱性が潜んでいます。この脆弱性は国防を担う防衛ネットワークにとっては重大な問

題の一つです。

米国で使われているSAASM（軍用GPS）は、信号が暗号化されています。Spectracom社のタ

イムサーバはSAASMに対応しているため、防衛向けに日本国内でもSAASMを利用することが

できます。

Compliance Server

Master Master

Clients ClientsClients

Site 1 Site 2 Site 3

Master

Compliance Server

Replication

Compliance Server

データセンタ03

放 送04

防 衛05

データセンタ向けソリューション例

● GPSが受信できない→STL

● 配信している時刻精度の精度把握

　 →PRISMA Compliance

放送業界向けソリューション例

● 撮影システムのIP化→SecureSync、PRISMA VelaSync、VersaSync

● 妨害電波→STL

防衛業界向けソリューション例

● MIL規格準拠→SecureSync、VersaSync

● GPSの脆弱性→SecureSync、PRISMA VelaSync、STL、BroadShield

● SAASM対応→SecureSync、VersaSync

※一部の製品を除く

HD 4K/8K
Vision Systems

WiFi

Cellular GNSS/GPS Iridium STL
eLORAN

Celestial Nav

VORTAC/DME/ILS

Anti-Jam Antenna

Encrypted

SAASM/M-code Radar/Lidar/Sonar

RFID

Map Matching
Precision ClockInertial Sensors/

Data Fusion
TALEN-X Anti-Jam

AlgorithmsCrowd-Sourced

Airborne
platforms

Naval
Applications Vehicle Systems SIGINT/ISR

Signals of Opportunity

▶ 信号強度が弱く、ジャミングの影響を受けやすい
▶ 暗号化されていないため、スプーフィングの影響を受ける可能性がある

GPSの脆弱性

編集PC
放送

ネットワーク

スタジオ撮影

LIVE映像

編集PC
放送

ネットワーク

スタジオ撮影

LIVE映像
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　Spectracom社の持つ精密マスタクロック技術と確実なネットワークノウハウを
コンパクトなハードウェアにデザインしたPTP対応、時間・周波数シンクロシステム
です。マルチリファレンス入力による正確なタイミング、不法防止マネジメント、広範
囲のロギングを確実に実行します。また、オプションにより、さらに正確で堅牢な時刻
配信システムを提供することができます。

SecureSync

PTP対応　時間・周波数同期システム

アクセサリ・オプション

● オシレータによる精密な時間維持

　（TCXO、OCXO、ルビジウムなど）

● 複数のリファレンスから優先的に選択可

● ニーズに合わせた入出力信号を選択

● カスタムしやすいモジューラ構造

　（40種以上のオプションカード）

● 広動作温度範囲（-20℃ ～ +65℃）

● 広帯域NTP性能

● MIL規格準拠

● STL、BroadShieldオプション対応

サポートしている入出力信号

GPS、軍用GPS

１PPS

周波数

NTP

PTP

IRIG (A,B,D,E,G,H)

HaveQuick / STANAG4430

シリアルタイムコード

E1/T1

STL信号

特徴

フロントパネル

GUI画面

背面

　HFTや低遅延時間アプリケーションに対応したハイスピードタイムサーバです。
1G、10GのすべてのポートでNTPとPTPが使用できます。オプションにより、
10GbE、25GbE、40GbEのポートを増設することが出来ます。

PRISMA VelaSync

10G PTP対応　ハイスピードタイムサーバ

● サーバによるハイパフォーマンス処理

● 1GbE、10GbEを各2ポート搭載

● オシレータによる精密な時間維持

　（OCXO、ルビジウム）

● NTP/PTP対応

● 電源2重化

● 10G、25G、40Gを2ポート増設可（オプション）

● GUIおよびREST APIでの操作可

● STL、BroadShieldオプション対応予定

特徴

　独自のイリジウム衛星により、従来のGPS/GNSS衛星信号に依存せず、位置お
よび時間データを提供する宇宙空間ポジション/ナビゲーション/タイミング(PNT)
配信サービスです。高度な安全性と強い信号強度のSTL信号を受信することで、よ
り可用性、確実性の高いPNTソリューションを提案します。

Satellite Time & Location (STL)

人工衛星時刻同期ソリューション

　妨害電波や攻撃からタイムサーバを守るソフトウェアです。アルゴリズムによ
り、妨害電波(ジャミング)、時刻情報書き換え攻撃(スプーフィング)、電波干渉を
検知し、不正なGNSS信号の受信を一時的に停止することができます。攻撃の終
了を確認したら再びGNSS信号の受信を開始します。

BroadShield

ジャミング / スプーフィング対策ソフトウェア

● GPS/GNSS信号の約1000倍の信号強度

　　- 耐ジャミング性

　　- アンテナの屋内設置可能

● 信号暗号化によるアンチスプーフィング

特徴

● 75以上のジャミング / スプーフィングに対応

● 被攻撃時は自動的にGPSをOFF/内部クロックに切り替え

● GUI上でアラートと機器の状態を確認

特徴

PRODUCTS LINEUP

GUI画面防御イメージ

※詳細は製品専用カタログにあります。

● オプションカード
　－ 1PPS入出力用カード

　－ 1MHz出力用カード

　－ GbE用カード

　－ 1GbE PTPマスター用カード

　－ IRIG入出力用カード

　－ STL入力用カード
　　　　　　　　　　　　　  etc

● 屋外GPS/GNSSアクティブアンテナ

● 室内GPSアクティブアンテナ

● GPSアンテナプリアンプ

● サージプロテクタ

● GPS/GNSSアンテナスプリッタ

● GPS/GNSSアンチジャミングアンテナ

                                                 etc

STL
● UTC時刻精度
● 位置精度
● 耐スプーフィング性
● 耐ジャミング性
    （信号強度）　
● アンテナ設置場所

～200 nsec
30～50 m
信号暗号化
ジャミングの影響小
（信号強度: 強）
屋外: 閉鎖的な場所
屋内: 可能

GPS
● UTC時刻精度
● 位置精度
● 耐スプーフィング性

● 耐ジャミング性
　（信号強度）
● アンテナ設置場所

～20 nsec
～3 m
GPS: 軍用のみ
Galileo: 実装予定
ジャミングの影響大
（信号強度: 弱）
屋外: 開放的な場所
屋内: 不可
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