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アクレディテーションインク
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ベ リージョンソン ラボラトリー アクレデ ィテーション インクは、

下花の試験所 を窓査 しましたc

オルティカテクニカルソリューション株式会社

〒194-0011 東京都町口市成瀬がユ2-27-1

ここに本夕EL織 が、以下の記家。された固14捉格に基づ き、認定 されたことを証 し主す〕

rざ0ガどご′7θ2Jf2θ′7

木記定により、レ・火下の範囲及び試験所品質マネジメントシステムの垂音における技術的化力を

実証するものとします。(2017年 4月 終行 rso_ILAC■ AF共同コミュニケに準ずる)

直流電圧・え流電圧測定旋工次び直流電圧・丈流電圧発生友工による電気的枝エ

(弁舗は付属きに亀述)

上ぢと試験′えび/えは校エサービスに対する認定′
i冬格は本盤定証内で官アえされた住所のみを対象とする.本掟定は、

上ヒと捉格の認定を管理するシステム規定に従い捜与され、組織はその紀定をit守 し、記定我関の任務を尊立する

ことをここに誓釣する。

PJLA 初口記定ロ

2010年 9月 16日

発行 口        翼定証有効対 FR

2021年 9月 13日      2023年 12月 31 ロ

契定証み子

L21・ 544勢 体
記定志号

68090

トレーシー  サーツェン

ブレジデン ト

Perr)Johnson Laboratory

Accredhation,Inc.(PJLA)

755ヽV.Big Beavcr Rd.,Suite 1325

Troy,卜 lichigan 48084
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口代 美子ム Tel:042‐ 706‐0775

⌒縄定を、上■組織の実施する下i複工について猿与する3

電気的校正

この認定範囲を含む校正に対して記載された Cヽ lC(佼正測定能力)は、ほぼ理想的な条件下でほぼ理想的な孵笹器をおおよそ定められた方法で校正している試験所であれば、
'こ

成しうる最小測定

不確かさを表している。それは、包含係数 k=2を 用いて 9,“の信頼水準で表される。伎正されている機器の能力や性能及び校正に関連する条辛Hよ 、適度にある程度理想から逸脱しうるので

,式 験所が行っている特定の技正に関する実際の測定不五在かさは、正ll常 同じ伎正に対する Cヽ IC iり 大きい。

校正を認定する場 cへ 、使正機関の校正能力の範囲は校 正を実施する際に用いる参照標準、標準物質等の最小 l直 か ら最大 lと に起因 され る。従って、校正範囲の最低 下限 I主 校ユE機関が入
「

できる

最低到進可能 FLiで なければな らない ,

保準がない場 合、手順や方法によつて枝

「

された 0(ゼ ロ)の値を検Л正することによつて、 “0点は使正ではない"と する定手
学
電を除けば、佼三L方 法は 手順に起因する。ただ し、

この場 合、0点の枝正が 全くてきないとする定義は成立 しないことモ)あ る,

に付き文字
.F"は

、試験所が固定 された位置で示 されたパ ラメータの使 正を実行することを意味 している.(側 : `Outside Wicrometer「 "fま 、試験所が固定 された位憧で この使正を行 う

ことをけI確 に してい る。 )

校正を受けた機器 ,

計量または計測器

範囲または必要に応して

基準装備サイズ
不確かさとして表現された

校正測定能力 (7-)

使用される校正機器

および参照標準

直流電圧発生装置
F 1.lμV～ 100血V 1l1lV/ヽ/+1.1十二V 直流電圧発く生装置校正

マニュアル(CQAl‐ 02)

による校正

Kcysight Technologies 3458A

100 mV～ lV 6 μV/ヽア+611V
lV～ 10V 6ぃV′V■ 60 μV
10V-100V 8 μVん

/+800ュV
100V-1000V 22 1iV/V+2.2X10411v

直流電圧狽1定装置
F 1.511V～ 100 mV 15 μVん/十 二.5 iV 直流電圧測定装置校正

マニュアル(CQAl‐ 01)

に 兵る校正

FIukc 5700A

100 mV～ lV 9 μVA/■ 9 μV
lV～ 10V 9ュVんたキ90 1lV

10V～ 100V 10 μVん/十 二.OX 103ょ v
100V～ 1000V 1l μV/V+1.l X 104μ v

交流竃圧発生装置
F 交流電圧発生装置校正

マニュアル(CQA卜09)

による校正

Keysight Tcchnologies 3458A

lkHz 0.030 1nV-1001■ V 31011V′ V+0.031 mV

lkHz 100 mV-lV 240 μV′V+0.24 mV

50Hz lV～ 10V 180ュV′V+1.8 mV

60Hz lVハV10V 180 1lV′V+1.8 mV

400Hz lV～ 10V 17011VメV+1.7 mV

lkHz lV～ 10V 240 1lV/V+2.4血 V
20kHz lV～ 10V 410 1lVメ V+4.lmV
lkHz 10V～ 100V 300 μV′V+30 mV

lkHz 100V-600V 7701ぇ V′V+460 mV

交流電圧測定装置
F 交流電圧測定装置校正

マニュアル(CQAl‐ 08)

による校正

Fluke 5700A

lkHz 0.022 mV～ 100 mV 22011V/V+0.022 mV

lkHz 100 mV～ lV 100 1lVIV+0.10 mV

50Hz lV～ 10V 100 1iVノV+1.O mV

60Hz lV-10V 10011V′V+1.OmV
400Hz lV～ 10V 90 μVん/+0.9 mV

lkHz lV～ 10V 90 μVⅣ+09 mV

20kHz lV～ 10V 15011V/V+1.5mV

lkHz 10V～ 100V 10011V/V+10 mV

lkHz 100V-600V 11011ヽ
ア/V+62 mV
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