参考資料 1

「うるう秒」に関する意見募集の結果について

国際電気通信連合無線通信部門（ITU‑R）では、平成１８年（2006 年）１月１
日（日本時間）に７年ぶりにうるう秒調整が実施されることから、幅広く関係
者から実施経験に基づいた意見募集を行うこととした。
これに伴い、科学業務委員会においても、平成１７年１２月２２日報道発表
（別紙１）において、平成１８年１月２７日まで意見募集を行うこととし、そ
の結果、下記の表の通り２件の意見が事務局に提出された。これらの意見は、
原文のまま事務局から ITU‑R に提出された。
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「うるう秒」に関して ITU‑R が実施する意見募集
平成１８年（２００６年）１月１日には７年ぶりの「うるう秒」が挿入されます。う
るう秒挿入に関する勧告の修正を検討している国際電気通信連合無線通信部門（ITU‑R）
では、うるう秒挿入に対するメリット･デメリットについて、世界各国から広く意見を集
め、今後の議論の参考にすることになりましたのでお知らせいたします。
注）うるう秒については、参考資料１をご参照ください。
１．ITU‑R の意見募集の背景
国際電気通信連合無線通信部門（ITU‑R）では、うるう秒の挿入が通信システム等に困難
を引き起こす可能性があること等から、うるう秒の実質的な廃止（注１）を含め、うるう
秒のあり方について平成１２年（2000 年）より議論（注２）を重ねているところです。
平成１８年（2006 年）1 月 1 日（日本時間）には７年ぶりにうるう秒調整が実施される
ことから、ITU‑R ではうるう秒調整の実施経験に基づいたうるう秒調整について、幅広く
関係者から意見募集を行うこととしました。
（注１）現在、天文時と原子時の差が０．９秒以内となるように、うるう秒調整をしているものを、１
時間以内まで許容しようとする提案（この場合、数百年に一度の調整になります）
（注２）ITU‑R における議論については、参考資料２をご参照ください。

２．ITU‑R の意見募集の概要
（１）意見募集の対象
2006 年 1 月 1 日のうるう秒挿入にともないシステム上に変更などが必要であった機
関・事業者、並びに時刻及びうるう秒に関係する機関や事業者などを主な対象としてい
ます。その他、広く一般の方々からのご意見も募集しています。
（２）意見募集の内容
2006 年 1 月 1 日のうるう秒挿入時の経験に基づくうるう秒調整に対する意見を募集し
ています。フォーマットは特にありません。
（３）提出先
平成１８年１月２７日までに電子メールにて leap̲second̲sg7@mlsoumu.go.jp (科学業
務委員会事務局) までご提出ください。ご意見は原文のまま ITU‑R にて提出しますので
英文にてご提出ください。なお、頂いたご意見は今後の科学業務委員会における審議の
参考とさせていただきます。
３．その他
ITU‑R におけるプレスリリースの内容は別添資料をご参照願います。
別添１：STATEMENT FOR RELEASE TO THE PRESS
THE FUTURE OF COORDINATED UNIVERSAL TIME (UTC) AND THE LEAP SECOND
別添２(12 月 7 日リリース)：LETTER FROM THE DIRECTOR, RADIOCOMMUNICATION BUREAU
DOCUMMENTATION OF 2005 LEAP SECOND EXPERIENCE
連絡先：情報通信審議会 情報通信技術分科会
ITU‑R 部会 科学業務委員会
事務局：総務省情報通信政策局 宇宙通信政策課
斉藤課長補佐、亀井衛星開発係長
E‑mail：leap̲second̲sg7@ml.soumu.go.jp

参考資料１
うるう秒について

現在「１秒」は正確な原子時計により定義されています。原子時計による時系の「原
子時」は地球回転による時系の「天文時」とずれが生じます。
この原子時と天文時の間のずれを±0.9 秒以内に調整するために挿入する秒を「うる
う秒」と呼び、調整された時系が、我々が日常の標準時として使用している「協定世
界時」です。

参考資料２
ITU‑R における議論について
ITU‑R では、うるう秒の挿入が通信システムや航法システム、その他電子システムに
いろいろな困難を引き起こしていること、並びにうるう秒調整を行わない時系が蔓延
していることから ITU‑R 科学業務委員会(SG7)の検討委員会(WP7A)と専門検討グループ
(SRG)において、2000 年以降、今後の世界の標準時(協定世界時)の扱いについて検討が
行われています。
2004 年 10 月、2005 年 11 月の WP7A 会合ではうるう秒をやめて原子時と天文時のず
れを１時間まで許容する案が提出されて議論がなされましたが、結論には至りません
でした。
そこで、2006 年 1 月 1 日（日本時間）に７年ぶりに挿入されるうるう秒の社会的影
響などを踏まえた上で、うるう秒調整の変更に関する意見を幅広い関係者などから聞
き、次回の WP7A(2006 年 8 月予定)にて本件を再度議論することになっています。

別 添 １
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
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Working Party 7A
STATEMENT FOR RELEASE TO THE PRESS
THE FUTURE OF COORDINATED UNIVERSAL TIME (UTC)
AND THE LEAP SECOND
A working party of the International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector
(ITU-R) has considered a proposed change to UTC at a meeting in Geneva on 8 -11 November
2005. The proposal is based on studies done by an ITU-R Special Rapporteur Group (SRG) that
was established due to some evidence of the difficulties experienced by communication, navigation
and other electronic systems caused by leap seconds and the general proliferation of continuous
system “time scales”.
The proposed change is intended to make UTC a continuous time scale. This would however cause
UTC to gradually diverge from UT1, the astronomical time scale based on the irregular rotation of
the Earth. At present, leap seconds are added to UTC to limit its divergence from UT1 by no more
than 0.9 seconds. The proposal recommends that the maximum difference allowed between UTC
and UT1 be increased to one hour (an event predicted to occur only once every several hundred
years).
The working party has discussed the proposed change and options, and decided that more time is
required to build consensus. In addition, the forthcoming leap second just prior to 01 January 2006
00:00:00 h UTC – the first for seven years – provides an opportunity to further document current
problems.
UTC has been adopted as the basis of civil time in most of the world. It is derived from more than
200 atomic clocks operated in some 50 time standards laboratories around the world. The Bureau
International des Poids et Mesures (BIPM) is responsible for computing UTC on the basis of data
from those laboratories. UT1 is maintained by the International Earth Rotation and Reference
Systems Service (IERS) and it is this body that decides when leap second adjustments should be
applied. The procedures for maintaining UTC are described by Recommendation ITU-R TF.460-6.
_____________

Attention: The information contained in this document is temporary in nature and does not necessarily represent material that has been agreed by the
group concerned. Since the material may be subject to revision during the meeting, caution should be exercised in using the document for the
development of any further contribution on the subject.

（別紙 2）
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

RADIOCOMMUNICATION
STUDY GROUPS

Contribution
Document 7A/**-E
dd mmm 2006
English only

Received: 科学業務委員会事務局

JSAT Corporation

COMMENT TO THE CIRCULAR OF RADIOCUMMUNICATION BUREAU
DATED 7 DECEMBER 2005
THE INSERTION OF THE LEAP SECOND

Concerning the discussions on the above subject at the meeting of Working Party 7A in November
2005, We, JSAT Corporation as a Sector member of ITU-R, have no problem or impact to continue
the insertion of leap seconds on the UTC time scale.

______________
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(別紙３)

１．何年かに一度うるう秒を調整する現在の調整方法に関して
About present adjustment method
差し支えない

できれば調整はない方がいい

２．２００６年１月１日のうるう秒調整の経験とそれに基づく意見
Experiences and comment

（英文※）
The National Institute of Information and Communications Technology (NICT), which is in
charged of Japan Standard Time (JST) in Japan, successfully inserted the leap second at the end
of December 31, 2005 (just before 9:00:00 JST on January 1, 2006), and has disseminated the
correct JST in Japan using the standard frequency and time signal services for radio-controlled
clocks and through analog telephone lines and NTP.
This leap second adjustment was made after an interval of seven years, and the need for the
correct time has increased in the IT society. Therefore, this adjustment was watched with keen
interest and it was focused on by the mass media.
In Japan, some time service companies and systems use methods different from the regular
method of leap second adjustment. For example, the Nippon Telegraph and Telephone Corp.,
which provides the telephone time sound service, adopted a leap second adjustment method
using a time scale that increases 1/100 of a second per second for the 100 seconds just before
the leap second. Alternatively, the clock systems of some broadcasting stations made a 1/100 of
a second increase each second for the 100 seconds from 120 seconds before the leap second and
are offset by one second for the last 20 seconds before the leap second. These systems differed
by at most one second from the correct time from 100 to 120 seconds before the leap second
because conventional clock systems were used for the analog clocks.
Thus, there are some time services and systems in Japan that use different leap second
adjustment methods that may cause an error

at most one second. This time, no significant

influence was seen because the difference was within one second. However, in future IT society
that will require the accuracy better than one second, the above systems will be required to be
updated. At broadcasting stations, the time schedules for programs are controlled by computers
whose clocks are adjusted by the above leap second method. This may cause one second
discrepancy between the computer controlled time schedule and the length of the program
which is not adjusted with the leap second. NICT announced the risk of this problem, and no
trouble has yet been reported. However,

many small-scale Internet broadcasting stations will

have this problem when the leap second adjustment is made in the future.
In Japan, an accreditation system of trusted time service was introduced in April of 2005. The
system requires the accredited time authorities (TA) and time stamp authorities the time

accuracy of 30ms and 1s, respectively, and they suspended their services for several hours
before and after the leap second adjustment. Although no confusion occurred this time, the
trusted time service will become more important in the future and the service suspension will
not be allowed. In such situation, the influence of leap second adjustment can not ignored.
Additionally, in NTP the leap second adjustment method is not standardized and several
different methods of inserting the leap second are used depending on the different NTP servers.
Troubles were caused for some GPS equipments by the previous announcement of the leap
second. Also, some GPS equipments operated with the incorrect time shifted by one second for
a while after the leap second adjustment. These were problems with the update timing of the
navigation information from GPS satellites or with the design of receivers. Some equipment did
not function correctly in receiving GPS information, and there were several questions for NICT
from Japanese GPS users.
There were radio-controlled clocks, user clocks using NTP and GPS receiver clocks that
indicated the incorrect time just after the leap second adjustment
the correct time after leap second.

till the next update

to get

The possible occurrence of this problem was announced

before the adjustment of the leap second this time. There were no complaint or trouble reports
about this problem, but it is one of the problems that should be solved in the future.
This leap second adjustment was done after an interval of seven years and we found that there
is the risk of leap second adjustment that inexperienced staffs make the adjustment with less
training or preparation in some company and institutes. This time, NICT inserted the leap
second correctly and provided the correct time, fulfilling its responsibility as the organization in
charge of Japanese standard time. We made thorough announcements about the leap second
adjustment, including all kinds of services and problems. Because we made extensive efforts to
prepare sufficiently for the leap second adjustment, no serious trouble was reported in Japan.
The time accuracy of one second is not yet needed in our so-called IT society, but leap second
adjustment may influence time business and e-commerce as these services become more widely
used. Just as we explained above, since time service systems, including NTP, are not
standardized perfectly and leap second adjustment process of the new system is different from
that of the conventional clock management systems at broadcasting stations, changes in both
kinds of systems will be needed in the future. We recognize that leap second adjustment will
come to have a social influence. Also, we found the risk that inexperienced staffs may make the
adjustment after a long time interval under the condition that the service is not allowed to stop.
For the above reasons, we think that

the leap second adjustment is inadvisable to IT society,

and would prefer to abolish the leap second adjustment. However, in order to obtain
international consent on such a step, proper consideration about the technical problems of this
adjustment will be needed.

（日本語訳）
２００６年１月のうるう秒挿入に関して、情報通信研究機構は、日本の標準時を配信
する機関として、９時ＪＳＴ（０時ＵＴＣ）直前に、正しくうるう秒を挿入して、日本
国民に、電波時計、アナログ回線による時刻情報、ＮＴＰにより正しい時刻を提供する
ことができた。
今回のうるう秒は、７年ぶりの久しぶりの調整であり、またＩＴ社会のなかで、正確
な時刻に対するニーズの増大もあり、非常に注目され、マスコミにも多くとりあげられ
た。そうした日本社会に対して、うるう秒の概要やその影響、調整方法等について、広
く周知活動を実施した。
日本では、時刻サービスや時刻管理で６０秒という１秒を挿入する正規の調整方法と
は異なる方式をとる事業者も一部にあった。例えば、電話の音声時刻お知らせサービス
を実施しているＮＴＴは、うるう秒直前の１００秒間、１／１００秒長くして調整方法
を用いたり、あるいは放送局を管理している時刻システムは、１２０秒前から１／１０
０秒長くする調整方法（最後の２０秒は１秒ずれたまま）を用いた。これは、従来シス
テムをそのまま利用したためで、うるう秒直前の１００秒から 1２０秒間は、最大１秒
正しい時刻からずれた時刻で運用されていた。
このように、日本社会においてうるう秒挿入方法がサービスによって異なり、最大１
秒以内のずれではあるが、まちまちに時刻が提供されるという状態になっている。１秒
以内であるため、今回はこれによる大きな影響は見られなかったが、今後秒単位の正確
さを必要とするＩＴサービスではうるう秒が正確に挿入されるシステムの更新が必要
になり、その経費が必要となる。
また、放送局での番組送出は計算機制御されており、番組の長さ（フレーム数などに
よるほぼ正確な１秒間隔で作成）と実際の時間が１秒ずれる恐れがあることが心配され、
関係方面に十分な周知を行った。現在これに関するトラブルがあった報告はなかったが、
今後小規模のインターネット放送局ができた場合には、混乱が予測される。
さらに、日本では 2005 年４月から本格的なタイムビジネス（タイムスタンプ）サー
ビスが開始された。認定された時刻配信事業者（TA）は 30ms、時刻認証事業者（TSA）
は１秒以内に、日本標準時（協定世界時）と同期した運用が求められ、１秒以上のずれ
は許されないため、今回のうるう秒調整の前後数時間、サービスを停止した。それによ
り混乱は発生しなかったが、今後サービスが重要になり、運用の停止ができないような
状態になっていくことが考えられるので、１秒の調整は影響が出てくるものと実感した。
その他、NTP ではうるう秒挿入方法が正式に規定されていないため、デファクトスタ
ンダード方式の運用が一般的であるが、NTP サーバによっては、うるう秒の挿入方法が
異なることがありうることも判明した。GPS では、装置によっては、うるう秒の事前情
報によるトラブルが出てきたり、あるいはうるう秒が挿入された 0 時 UTC 以後、しばら
くは時刻が１秒ずれたまま運用された GPS 装置があることも判明した。広報暦の更新タ

イミングの問題や受信装置の設計の問題であった。このように GPS 受信機によっては正
しく機能しない装置が見られ、日本の GPS 利用者から問い合わせが数件あった。
また、電波時計や NTP、GPS 受信機などでは、更新するタイミングや受信時間によっ
ては、うるう秒挿入直後に正確な時刻を表示しない時計が発生する。今回、この問題に
ついて周知を行った。それによる苦情やトラブルの報告はないが、解決すべき問題の一
つとして考えられる。
最後に、今回は７年ぶりのうるう秒挿入であり、うるう秒調整の経験のないスタッフ
が対応する事態があることが判明した。その場合、十分な経験がない中で、中断が許さ
れない時刻業務をしながらうるう秒調整を実施する危うさがあることが判明した。
以上のことから、今回のうるう秒は、日本の時刻標準の責任機関として正しくうるう
秒を挿入し、正確な時刻を提供することができた。また、うるう秒に関する各種サービ
スや問題点などの周知を行った。こうしたこともあり、日本社会では大きなトラブルに
なった事例は今のところ報告されていない。まだ、IT 社会といいながら、秒単位の正
確な時刻を必要とする社会にはまだなっていないが、その走りとして、タイムビジネス
や電子商取引で、今後うるう秒挿入が影響する可能性がでてきた。また、時刻サービス
も NTP を含め完全に方式が標準化されていないことや、放送局などでは新しいシステム
に、従来の時計管理システムによるうるう秒処理の食い違いが分かり、将来はそれらの
変更が必要となることも判明した。これらから、今後うるう秒挿入は、社会的な影響が
出てくるのではないかということを改めて認識した。また、長期にわたってうるう秒調
整がされない場合、その経験のないスタッフ中断が許されない業務の中でうるう秒実施
を行う危うさを感じた。これらから、うるう秒挿入は、IT 社会において不利益になる
ことが予測されるため、当面は原則廃止の方向で検討するほうが良いと考える。しかし、
社会への影響を小さくするための現実的な許容範囲はどの程度であるかと、調整の技術
的問題についての検討は今後も継続し、妥当と思われる国際合意がとれるようにする必
要があると考える。

