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新品あるいは中古に関わらず測量機器の計測品質を保証す
る Calibration Certificates（校正証明書）へのニーズが全般
的に高まっています。
これは、
より多くの測量会社、あるいは
その請負会社が ISO9001 認証を取得する傾向にあり、所有
機器の定期的な精度確認の必要が生じているためです。
ライカジオシステムズでは、
トータルステーション、デジタル
レベル、GNSS センサーおよびコントローラを対象に、機器の
購入時、およびオーソライズドサービスセンターでの定期的
な再校正検査の際に Calibration Certificates を発行します。
ライカジオシステムズは、距離と角度の計測を対象とした認
定校正検査所 (SCS 079) を備えており、
この認定は ISO/IEC
17025 の規格に適合し 、
また、SAS (Swiss Accreditation
Service) により認定を受けています。

Calibration Certificates Gold はスイス・ヘルブルグのライカ
ジオシステムズ認定校正検査所のみが発行できる世界的に
認められた証明書です。
その他の Calibration Certificates Silver/Bronze/Blue は、
ラ
イカジオシステムズが定める標準の規格、検査機器、手順に
適合し、
ライカジオシステムズの製品製造施設とオーソライ
ズドサービスセンターが発行します。

ライカジオシステムズではいくつかの Calibration
Certificates をご用意しています。認定校正検査所が発行す
る最も充実したプランは Calibration Certificates Gold（校正
証明書 Gold）
で、Calibration Certificates Silver（校正証明書
Silver）、Calibration Certificates Bronze（校正証明書
Bronze）
と続き、Calibration Certificates Blue（校正証明書
Blue）は最もシンプルなプランです。
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認定校正検査所
ライカジオシステムズは、距離と角度の計測を対象とした認
定校正検査所 (SCS 079) を備えています。
この認定は ISO/
IEC 17025 の規格に適合しており 、SAS (Swiss
Accreditation Service) により認定を受けています。



さまざまな温度で計測周波数を判定する周波数計測
検査所

SAS は、ILAC (International Laboratory Accreditation
Cooperation) のメンバーで、MRA (Mutual Recognition
Agreement) に加盟しています。距離と計測の最良の不確か
さは、認定校正所の正式な SCS ディレクトリに入っています。
詳細はこちらをご覧ください：www.sas.ch

ライカジオシステムズは、角度の計測を対象とした以下の認
定校正検査所を備えています：
ライカジオシステムズは、測距を対象とした以下の認定校正
検査所を備えています：


直線性とゼロポイント補正値を判定する計測検査所



標準偏差の判定とゼロポイント補正値を検証する
3000m のベースライン



角度計測（鉛直および水平）の標準偏差を判定する角
度計測検査所 (ライカジオシステムズ社製 TPM2)

ISO 9001 / 14001
Certification
ライカジオシステムズの品質マネジメントシステムは国際標
準規格の ISO 9001 に準拠しています。
これは、製造・開発部
門や、多くの営業・技術サービスの組織に適用されます。

新規で製品を購入する際は、以下の Calibration Certificates
の入手が可能です：
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ライカジオシステムズの製品製造施設も環境マネジメントシ
ステムの規格 ISO 14001 に準拠しています。
この統合管理シ
ステムは、社会的責任、作業安全、健康管理の要件も満たして
います。
外部の独立した認定アセスメントや認定機関による監査だけ
でなく定期的な内部の検査・監査をとおして、
ライカジオシス
テムズの管理体系は定期的に検査・更新され、継続的そして
確実に改善されています。
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常に入手可能（myWorldでダウンロード可）
オプション

中古品 はオーソライズドサービスセンターが以下の
Calibration Certificates を発行します：

Calibration Certificates
ライカジオシステムズではいくつかの Calibration
Certificates をご用意しています。認定校正検査所が発行す
る最も充実したプランは Calibration Certificates Gold（校正
証明書 Gold）
で、Calibration Certificates Silver（校正証明書
Silver）、Calibration Certificates Bronze（校正証明書
Bronze）
と続き、Calibration Certificates Blue（校正証明書
Blue）は最もシンプルなプランです。
ライカジオシステムズでは、
トータルステーション、デジタル
レベル、GNSS センサーの新品、あるいは中古機器を対象に
オーソライズドサービスセンターで Calibration Certificates
を発行します。
Calibration Certificates は myWorld @ Leica Geosystems
でダウンロードすることができます：
www.myworld.leica-geosystems.com
また印刷することも可能です。
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常に入手可能（myWorldでダウンロード可）
オプション

* ローカルのオーソライズドサービスセンターでは不可。
セントラルサービスセンターへの輸送が必要。
* * セントラルサービスセンターへの輸送が必要。

Calibration Certificates
Gold
Calibration Certificates Gold は、機器が検査されたことを
確認し、
また、国内規格へのトレーサビリティ、計測の不確定
さ、および検査時に公表している製品仕様への適合性を明
白に認定します。
この証明書は詳細な計測レポートと共に発
行されます。

トータルステーションは、
スイスのヘルブルグの校正検査所
で次のような検査を行います：

距離（プリズム）


Calibration Certificates Gold は認定校正検査所のみが発
行できる世界的に認められた証明書です。校正検査所 (SCS
079) は ISO/IEC 17025 の規格に適合しており 、
また、ILAC
(International Laboratory Accreditation Cooperation) の
メンバーである SAS (Swiss Accreditation Service) により
認定を受けています。
国家認定は、登録認定マーク (SCS) と Calibration
Certificates にある認定番号 (079) で表示されます。
Calibration Certificates Gold は、機器の新規購入あるいは
定期キャリブレーション時にスイスのヘルブルグにある認定
校正検査所でのみ発行します。



距離（ノンプリズム）


検査所（Measuring Base Distance）
：最長61m の距
離を12回自動計測して、干渉計で計測した基準距離と
比較

距離（周波数）


キャリブレーションが完了すると、機器に認定のステッカー
が貼られます。

検査所（Measuring Base Distance）
：最長122m の距
離を24～28回自動計測して、干渉計で計測した基準
距離と比較
フィールド（Field Base “Rheindamm”）
：最長500m
の距離の7つの柱の間を21回計測

検査所：人工気候室で様々な室温（-20℃ ～ +50℃）
環境で EDM の変調周波数を計測

角度（水平/鉛直）


検査所 (Theodolite Testing Machine)：水平36°
、鉛直
36°
の自動計測

公益性の高いアプリケーション（公衆衛生、公共安全、
スポー
ツイベント、一部の法的手続きなど）
で測量業務を行う場合
は Calibration Certificates Gold が必要です。

Calibration Certificates
Silver
Calibration Certificates Silver は、個々の機器が検査された
ことを確認し、
また、検査時に公表している製品仕様への適
合性を認定します。

角度


証明書は計測標準偏差を明記し、検査計測値の概要および
計測レポートを一部記載しています。
Calibration Certificates Silver は、
メーカーが定めた規格を
元にメーカーにより定義され、
また、ISO 9001 の要件を満た
します。適合検査の手順は国家規格あるいは認定された手
順に沿ってトレースすることができます。Calibration
Certificates Silver は、DIN 55 350 Part 18-4.2.2 に従って
生産者検査証明書 M に対応します。
Calibration Certificates Silver は、国家規格あるいは認定さ
れた手順に沿ってトレース可能な検査手順で検査所で発行
されます。Calibration Certificates Silver は、新規製品購入時
あるいは定期キャリブレーション時にスイスのヘルブルグの
セントラルテクニカルサービスで発行します。検査可能な施
設 (“Lab Method”) を所有するオーソライズドサービスセン
ターでも定期キャリブレーション時に Calibration
Certificates Silver を発行することができます。
トータルステーションは、
スイスのヘルブルグの校正検査所、
およびオーソライズドサービスセンターで次のような検査を
行います：

距離（プリズム）


検査所（Baseline）
：12m から 150m の間の距離を3
回、３セット計測

距離（ノンプリズム）


検査所（Baseline）
：12m から 150m の間の距離を3
回、３セット計測

検査所（コリメータ）
：
水平：水平方向に平行に配置されたコリメータに対
して両面で５方向を計測、
これを３回行い合計30回
計測
鉛直：鉛直方向に平行に配置されたコリメータに対
して両面で５方向を計測、
これを３回行い合計30回
計測

GNSS は、オーソライズドサービスセンターで次のような検
査を行います：

GNSS


検査所：ISO 17123-8: 3 計測シリーズに準拠した計
測手順と計算で90分間隔で5回計測

ISO 9001 の認証を取得、あるいは ISO の認証を取得した機
関と契約している会社・部門は、”モニタリングと計測機器の
管理” の検証の要件を満たすという観点から、Calibration
Certificates Silver 以上の証明書が必要です。

Calibration Certificates
Bronze
Calibration Certificates Bronze は、個々の機器が検査され
たことを確認し、
また、検査時に公表している製品仕様への
適合性を認定します。
Calibration Certificates Bronze は計測標準偏差を明記し、
検査計測値の概要を記載しています。
Calibration Certificates Bronze は、
メーカーが定めた規格
を元にメーカーにより定義され、
また、ISO 9001 の要件を満
たします。DIN 55 350 Part 18-4.2 に従って生産者検査証
明書に対応します。
Calibration Certificates Bronze は、
ライカジオシステムズが
定めた検査手続きにより、定期点検の際オーソライズドサー
ビスセンターが発行します。
トータルステーションは、オーソライズドサービスセンターで
次のような検査を行います：

距離（プリズム）


検査所（Baseline）
：任意の距離を５回計測して基準距
離と比較

距離（ノンプリズム）


検査所（Baseline）
：任意の距離を５回計測して基準距
離と比較

角度


検査所（コリメータ）
：
水平：水平方向に平行に配置されたコリメータに対し
て両面でそれぞれ2方向の計測を３回繰り返し、
これ
を２セット行い、合計24回計測
鉛直：鉛直方向に平行に配置されたコリメータに対し
て両面でそれぞれ2方向の計測を３回繰り返し、
これ
を２セット行い、合計24回計測

Calibration Certificates Bronze は、一部の計測業務に適応
することを認定します。

Calibration Certificates
Blue
Calibration Certificates Blue は、個々の機器が検査されたこ
とを確認し、
また、検査時に公表している製品仕様への適合
性を認定します。
Calibration Certificates Blue は計測標準偏差を明記しませ
ん。
また、計測レポートは添付されません。
Calibration Certificates Blue は、
メーカーが定めた規格を
元にメーカーにより定義されます。
また、DIN 55 350 Part
18-4.2.1 に従って生産者検査証明書 O に対応します。
Calibration Certificates Blue は、
メーカーが定めた規格を
元にメーカーにより定義された検査手順で検査所が発行し
ます。Calibration Certificates Blue は、新規製品購入時スイ
スのヘルブルグで発行され、
また、検査、定期点検、修理を行
う際にオーソライズドサービスセンターが発行します。
Calibration Certificates Blue は、機器が一部の計測業務に
適応することを認定します。
しかし、Calibration Certificates
Blue は、ISO 9001 の ’モニタリングと計測機器の管理’ の検
証を満たすものではありません。Calibration Certificates
Blue は、
ファイナンスサービス（リース契約など）あるいは輸
送申告における正式な適合性を確認する書類として認めら
れることがあります。

まとめ
業務エリアや、会社・部門・契約者の取得している ISO 9001
によっては、’モニタリングと計測機器の管理’ の検証について
の要件を満たす必要があります。
ライカジオシステムズの Calibration Certificates は計測機
器の精度を証明し、お客様はプロフェッショナルも信頼する
計測機器を安心してご使用いただけます。

サービスレポート

Calibration Certificate

Calibration Certificate

Blue

Bronze

Calibration Certificate

Silver

ライカジオシステムズ
準オーソライズドサー
ビスセンター

修理またはメンテナン
ス時に必ず発行

ライカジオシステムズ
オーソライズドサービ
スセンター

修理またはメンテナン
ス時に必ず発行

修理またはメンテナン
ス時に必ず発行

修理またはメンテナン
ス時に発行可能

“Lab Method” 施設所
有のオーソライズドサ
ービスセンター

修理またはメンテナン
ス時に必ず発行

修理またはメンテナン
ス時に必ず発行

修理またはメンテナン
ス時に発行可能

修理またはメンテナン
ス時に発行可能

セントラルテクニカル
サービス
（スイス・ヘルブルグ）

修理またはメンテナン
ス時に必ず発行

修理またはメンテナン
ス時に必ず発行

修理またはメンテナン
ス時に発行可能

修理またはメンテナン
ス時に発行可能

製造工場
（スイス・ヘルブルグ）

校正検査所
（スイス・ヘルブルグ）

初回出荷時に必ず発行
(myWorld)

Calibration Certificate

Gold

定期キャリブレーション
の連絡先

初回出荷時に発行可能

初回出荷時または再キ
ャリブレーション時に
発行可能

ライカジオシステムズは、距離と角度の計測を対象とした認定校正検査所を
備えています。
この認定 (SCS 079) は SAS (Swiss Accreditation Service) よ
り認定を受けており、
また、ISO/IEC 17025 および ILAC (International
Laboratory Accreditation Cooperation) の規格に適合しています。
ライカジオシステムズ Calibration Certificates により、安心して計測機器をご
使用いただくことができます。
When it has to be right.
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