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認定業務に係る手数料規程 

 

第１節 総 則 

 

１．目的 
この規程は、独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機構」という。）認定業務管理規

程（認定－法Ｂ－業務管理）第２節９．に基づき、機構が実施する認定業務に係る手数料（法

令に別段の定めがあるものを除く。）について必要な事項を定めることを目的とする。 

備考：法令で規定されている手数料としては、次のものがある。 

・計量法に基づく特定計量証明事業者認定制度（ＭＬＡＰ）の申請手数料（計量法関係

手数料令（平成５年政令第３４０号）） 

・計量法に基づく校正事業者登録制度（ＪＣＳＳ）の申請手数料（計量法関係手数料令

（平成５年政令第３４０号）） 

・工業標準化法に基づく試験事業者登録制度（ＪＮＬＡ）の手数料（工業標準化法に基づ

く登録申請手数料の額等を定める政令（昭和２４年政令第４０８号）） 

 

２．上位の法令、規程 
(1) 独立行政法人製品評価技術基盤機構法（平成１１年法律第２０４号） 

(2) 認定業務管理規程（認定－法Ｂ－業務管理） 

 

３．適用範囲 
この規程は、認定業務管理規程第２節３．に基づき、機構が実施する次の契約審査に係る

手数料に適用する。 

(1) ＪＣＳＳ登録業務及びＪＮＬＡ登録業務のうち、国際相互承認取決に対応する認定を申請し

た事業者に対して行う初回認定審査 

(2) ＪＣＳＳ登録業務及びＪＮＬＡ登録業務のうち、国際相互承認取決に対応する認定を行った

事業者（以下「国際ＭＲＡ対応事業者」という。）に対して行う認定維持審査、追加認定審

査、再認定審査及び臨時審査 

(3) ＡＳＮＩＴＥ認定を申請した事業者に対して行う初回認定審査 

(4) ＡＳＮＩＴＥ認定を行った事業者に対して行う認定維持審査、追加認定審査、再認定審査及

び臨時審査 

  備考：ＡＳＮＩＴＥ認定業務には、次の対象プログラムがある。 

①ＡＳＮＩＴＥ校正事業者の認定（ＡＳＮＩＴＥ校正） 

②ＡＳＮＩＴＥ試験事業者の認定（ＡＳＮＩＴＥ試験） 

③ＡＳＮＩＴＥ標準物質生産者の認定（ＡＳＮＩＴＥ標準物質生産者） 

④ＡＳＮＩＴＥ製品認証機関の認定（ＡＳＮＩＴＥ製品） 
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第２節 契約審査に係る手数料 

４．一般事項 
４．１ 手数料算定式 

機構が実施する契約審査の手数料の基本的考え方は、基本料（事務処理人件費、物件

費及び評定委員会出席旅費）、審査員人件費及び審査旅費から算出した経費を徴収するも

のとする。ここで、審査員とは認定業務管理規程第１節２．(8)に規定する「内部審査員等」及

び２．(9)に規定する「外部審査員等」をいう。 

この基本的考え方に基づく手数料算定式（税別）はそれぞれ次のとおりとし、これに消費

税率を乗じた後、１円未満の端数を切り捨てた額を申請者に請求する。 

 

(1) ＡＳＮＩＴＥの初回認定審査、追加認定審査及び再認定審査に適用する手数料算定式 

 
①（国内事業者の場合） ２７７  ＋   ４３ａｂ   ＋  ３６ａ     （千円） 

                     基本料  審査員人件費   審査旅費 

 
②（外国事業者の場合）  ２７７  ＋   ４３ａｂ   ＋ 外国旅費×ａ  （千円） 

           基本料    審査員人件費   審査旅費 

 

ここで、ａは審査員数を、ｂは審査日数（書類審査日数、現地審査日数及び移動拘束日

を含む。以下同じ。）を意味し、別表１を適用する（ＡＳＮＩＴＥ製品を除く）。ＡＳＮＩＴＥ製品の

場合は、別表３を適用する。 

また、外国旅費は機構の出張旅費支給規程（財会－法Ｂ－旅費規程）によるものとす

る。ただし、外国旅費に係る額の算出において、事業者が航空券、外国における移動に

係る交通機関の乗車券又は宿泊券を手配し機構に提供した場合にあっては、当該提供

を受けたものについて手数料の算出に含めないこととする。 

 

(2) ＪＣＳＳ及びＪＮＬＡの初回認定審査、追加認定審査及び再認定審査に適用する手数料算

定式（ただし、対象となる申請区分について、ＪＣＳＳ及びＪＮＬＡの登録審査、追加登録審査

及び登録更新審査をそれぞれ同時に実施する場合に限る。） 

 

６１（千円）とする。 

 

(3) ＪＣＳＳ及びＪＮＬＡの初回認定審査、追加認定審査及び再認定審査に適用する手数料算

定式（本項(2)の場合を除く。） 

 

本項(1)の手数料算定式における基本料を６１（千円）に置き換えた手数料算定式とする。 

ここで、審査員数及び審査日数は、別表２を適用する。 

 

(4) 認定維持審査に適用する手数料算定式 

 

本項(1)の手数料算定式における基本料を１７７（千円）に置き換えた手数料算定式とす

る。 

ここで、審査員数及び審査日数は、別表２を適用する（ＡＳＮＩＴＥ製品を除く）。ＡＳＮＩＴＥ製

品の場合は、別表３を適用する。 
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(5) 臨時審査に適用する手数料算定式 

 

本項(1)の手数料算定式における基本料を６１（千円）に置き換えた手数料算定式とする。 

ここで、審査員数及び審査日数は、別表２を適用する（ＡＳＮＩＴＥ製品を除く）。ＡＳＮＩＴＥ製

品の場合は、別表３を適用する。 

 

４．２ 手数料の徴収 
(1) 手数料は、契約審査に係る申請案件ごとに、審査の開始前に徴収する。 

(2) 手数料を徴収した後、審査を開始したかどうかにかかわらず、何らかの理由により、当該

申請案件に対する徴収済みの手数料には含まれていない追加の審査等が発生することが

明らかになった場合には、当該追加の審査等に係る審査員人件費及び審査旅費を、当該

追加審査等の実施前に徴収する。 

備考：「何らかの理由」に該当する事例は次のとおり。ただし、これに限定するものではな

い。 

①申請者から認定申請書変更届（訂正願）が提出され、審査対象区分数が増加したこ

とにより、審査員数及び審査日数の増加が必要になった場合 

②契約審査を実施した結果、再度、現地確認が必要と判断した場合 

③現地審査を連続した日程で実施することができない場合であり、事業者との協議を

踏まえ、別の日程の現地審査を追加することになった場合 

 

５．手数料の特例措置 
５．１ 合同審査 
５．１．１ 合同審査の種類 

５．１．１．１ ＪＣＳＳ又はＪＮＬＡの登録（更新）審査とＡＳＮＩＴＥの契約審査との合同審査 

(1) 合同審査は、基本となる審査と付加する審査により、別表４に示す組み合わせ又はこれら

に類似する組み合わせとする。 

(2) 付加する審査は、原則として、一つの契約審査とする。 

 

５．１．１．２ ＡＳＮＩＴＥの契約審査同士の合同審査 

(1) 合同審査は、ＡＳＮＩＴＥ製品を除くＡＳＮＩＴＥ認定プログラムの契約審査同士の組み合わせ

とする。 

 

５．１．２ 合同審査の条件 

(1) 合同審査は、次の①及び②の条件を同時に満たす場合に適用できる。 

①合同審査の対象となる事業者の事業が、同一の組織であり、かつ同一の品質システムで

運営されていること。 

②一回の出張（マルチサイト事業者（マネジメントシステムを管理し、品質管理の責任者をお

く事業所（以下「主たる事業所」という。）と主たる事業所以外の事業所からなる事業者）は一

連の出張）で実施可能であること。 

(2) 合同審査は、合同審査の適用を受けようとする事業者からの申出により実施するものとす

る。 

 

５．１．３ 合同審査の手数料 

５．１．３．１ ＪＣＳＳ又はＪＮＬＡの登録（更新）審査とＡＳＮＩＴＥの契約審査との合同審査の手数

料 

(1) 合同審査における手数料の算定は、付加する審査の手数料を減額するものとする。 
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(2) 付加する審査の手数料は、４．１(1)の手数料算定式の基本料を１７７（千円）に置き換えて

算出する。ただし、ＪＮＬＡの登録（更新）審査にＡＳＮＩＴＥ試験の契約審査を付加する合同審

査であって、当該審査に係るＪＮＬＡ試験方法の区分とＡＳＮＩＴＥ試験方法の区分が同じ場

合、付加するＡＳＮＩＴＥ試験の契約審査の手数料は、５．１．３．３による。 

 

５．１．３．２ ＡＳＮＩＴＥの契約審査同士の合同審査の手数料 

(1) 同一の認定プログラムの追加認定審査及び認定維持審査を合同審査として実施する場合

は、４．１(1)の手数料算定式に次の①を適用し、手数料を算出する。 

①追加認定審査に係る申請区分数及び認定維持審査に係る認定区分数の合計区分数に

ついて、別表１の追加認定審査の場合における審査員数及び審査日数を適用する。 

(2) 異なる認定プログラムの契約審査同士を組み合わせて合同審査として実施する場合は、

組み合わせる各契約審査に適用される４．１各号の手数料算定式のうち最も基本料の高い

手数料算定式を用い、次の①及び②を適用し、手数料を算出する。 

①審査員数は、チームリーダー１名並びに組み合わせる契約審査の申請区分数又は認定

区分数の技術審査に必要な審査員及び技術審査担当（α）の合計とする。 

②審査日数は、組み合わせる契約審査に適用されるそれぞれの別表の審査日数の合計日

数を超えない範囲で、必要な現地審査日数とする。 

 

５．１．３．３ ＪＮＬＡ試験区分と同じＡＳＮＩＴＥ試験区分の合同審査に係る手数料 

５．１．３．１(2)ただし書きに規定する、ＪＮＬＡ登録審査（追加登録審査及び登録更新審査を

含む。）又はＪＮＬＡ国際 MRA 対応事業者の認定維持審査にＡＳＮＩＴＥ試験の契約審査を付加

する合同審査であって、当該審査に係るＪＮＬＡ試験方法の区分とＡＳＮＩＴＥ試験方法の区分が

同じ場合には、付加するＡＳＮＩＴＥ試験の契約審査に適用する手数料は、政令で定める JNLA

の登録更新申請手数料の算定に係る区分単価（注）の額にＡＳＮＩＴＥ試験区分数を乗じた額と

する。 

（注）工業標準化法に基づく登録申請手数料の額を定める政令（昭和２４年政令第４０８号）第

５条第２項参照（本規程の施行日現在）。本規程の施行日以降は、その時点で有効な政

令を参照のこと。 

 

５．２ マルチサイト事業者 
５．２．１ 申請又は認定区分数の扱い 

ＡＳＮＩＴＥのマルチサイト事業者の申請又は認定区分数は、主たる事業所の区分と主たる事

業所以外の事業所の区分の合計数とする。ただし、主たる事業所と主たる事業所以外の事業

所において重複する同一の区分又は主たる事業所以外の複数の事業所において重複する同

一の区分は１区分とする。 

 

５．２．２ マルチサイト事業者の手数料 

(1) ＡＳＮＩＴＥ認定事業者が別の事業所を追加してマルチサイト事業者になる申請をした場合

又はマルチサイト事業者が別の事業所を追加する申請をした場合に適用する手数料は次の

とおりとする。 

①申請区分が既に認定されている区分の場合は、４．１(1)の手数料算定式の基本料を６１

（千円）に置き換えた手数料算定式とする。ここで、手数料算定に係る審査員数及び審査

日数は別表１によらず、現地の審査に必要な審査員数及び審査員毎に必要な審査日数

を適用し、審査員毎に算出した審査員人件費及び審査旅費を合計する。 

②申請区分が新規の区分の場合は、４．１(1)の手数料算定式とする。ここで、手数料算定に

係る審査員数及び審査日数は別表１の追加認定審査の場合における審査員数及び審
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査日数を適用する。 

(2) ＡＳＮＩＴＥのマルチサイト事業者の認定維持審査、再認定審査及び臨時審査の場合は、そ

れぞれ４．１(4)、(1)及び(5)の手数料算定式から算出される手数料に、必要に応じて、主たる

事業所以外の事業所の現地の審査に必要な審査員人件費及び審査旅費を、審査員別か

つ審査日数別に算出して加算するものとする。 

 

５．３ 関連事業所等 
(1) 国内事業者の契約審査の種類に応じて、関連する国内又は外国の事業所、試験・校正サ

イトを確認する必要がある場合は、契約審査の種類に応じた４．１各号の手数料算定式から

算出される手数料に、関連する国内又は海外の審査対象事業所、試験・校正サイト別に必

要な審査員人件費及び審査旅費を、審査員別かつ審査日数別に算出して加算するものと

する。 

(2) 外国事業者の契約審査の種類に応じて、関連する国内又は外国の事業所、試験・校正サ

イトを確認する必要がある場合は、契約審査の種類に応じた４．１各号の手数料算定式から

算出される手数料に、関連する国内又は外国の審査対象事業所、試験・校正サイト別に必

要な審査員人件費及び審査旅費を、審査員別かつ審査日数別に算出して加算するものと

する。 

   備考：関連する事業所とは、例えば、①現地校正に必要な標準器を保管、維持管理して

いる事業所、②環境試験等において、試験場所が異なる事業所にある場合等が該

当する。 

 

５．４ 外国事業者 
ＡＳＮＩＴＥ認定業務における外国事業者の契約審査（当該事業者に対する初回認定審査を

除く。）に係る手数料であって、追加認定申請受付時、認定維持審査申込受付時又は再認定

申請受付時に現地審査への同行人数が確定できないときは、最小の同行人数で手数料を算

出し、後日、不足額を追加請求する。この場合、最小の同行人数で算出する手数料の算定式

は、４．１(1)②の手数料算定式を修正した以下の算定式とし、このうち審査員人件費の算定に

係る審査員数は別表１（追加認定審査及び再認定審査の場合）又は別表２（認定維持審査の

場合）で定めるものとする。 

 

  ２７７ ＋ ４３（ａ－β）ｂ ＋ ４３×β×２  ＋ 外国旅費×（ａ－β）    （千円） 

基本料        審査員人件費   審査員人件費（書類）           審査旅費       

 

備考：①βは外国の現地審査に同行しない審査員数を意味する。 

     ②基本料は減額の対象とする。  

 

第３節 その他 

 

６．管理部署 
 本規程の管理部署は認定センター計画課とする。 

 

 附則 

（施行期日） 

１． この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 
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附則 

（施行期日） 

１． この規程は、平成２６年１月１５日から施行し、周知期間を設けて平成２６年４月１日から

適用する。 

 

附則 

（施行期日） 

１． この規程は、平成３０年１０月２９日から施行し、周知期間を設けて平成３１年１月１日以

降に受理する契約審査に係る申請案件から適用する。 

 

（経過措置） 

２． ASNITE 認定業務で定める「ISO/IEC 17025:2017 の発行に伴う製品評価技術基盤機構認

定制度（環境）[ASNITE-T(E)]の認定センター(IAJapan)の移行方針について（平成 30・02・01

評基認第 001 号）」の 2.(3)に基づいて「ISO/IEC 17025:2005 を認定基準とした定期検査（全

項目検査）を申し込むことができる期間」に、ISO/IEC 17025:2005 を認定基準とすることとし

て受理した定期検査（全項目検査）案件にあっては、認定業務に係る手数料規程第 15 版を

適用する。 

３ ASNITE 認定業務で定める「ASNITE 試験事業者（IT）プログラムにおける認定基準の

ISO/IEC 17025:2005 から ISO/IEC 17025:2017 への移行にかかる方針（平成 30・07・25 評基

認第 001 号）」の 2.(1)に基づいて「ISO/IEC 17025:2005 を認定基準とする申請期限」内に、

ISO/IEC 17025:2005 を認定基準とすることとして受理した認定申請案件にあっては、認定業

務に係る手数料規程第 15 版を適用する。 
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別表１ 

・ASNITE の初回認定審査、追加認定審査及び再認定審査（ASNITE 製品を除く。） 

申請・認定区分数 １～４区分 ５～１２区分 １３区分以上 

ａ：審査員数 

ｂ：審査日数 

ａ＝（１＋α） 

ｂ＝４（初回） 

ｂ＝３ （追 加 、

再認定） 

ａ＝（１＋α） 

ｂ＝５（初回） 

ｂ＝４（追加、再

認定） 

ａ＝（１＋α） 

ｂ＝６（初回） 

ｂ＝５（追加、再認

定） 

備考１：αはチームリーダー以外の、申請又は認定区分に応じて必要な審査員及び技術

専門家の人数。ただし、申請事業者又は認定事業者が技術専門家の審査に係る

費用を別途負担する場合は、当該αを０とする。 

備考２：技術専門家を海外から招へいする場合は、ｂに２（移動拘束費）を加える。 

備考３：ＡＳＮＩＴＥ校正事業者の区分は、計量法に基づく登録事業者の登録等に係る規程

（認定－部門－ＪＣＳＳ種類）別表第 1 に定める区分表を準用する。ただし、ＣＩＰＭ

（国際度量衡委員会）に登録を行う国家計量標準機関の区分はＣＩＰＭの区分を準

用する。また、臨床検査用標準計測室にあってはＡＳＮＩＴＥ校正事業者認定の取

得と維持のための手引き（ＣＡＲＰ２２）別表１に定める区分表による。 

備考４：ＡＳＮＩＴＥ試験事業者（環境を除く）の区分は、ＡＳＮＩＴＥ試験方法区分一覧表（ＴＥ

ＲＰ３２）による。 

備考５：ＡＳＮＩＴＥ試験事業者（環境）の区分は、ＡＳＮＩＴＥ試験事業者（環境）に係る認定

区分一覧表（ＥＮＲＰ３３））による。 

備考６：ＡＳＮＩＴＥ試験事業者（ＩＴ）の区分は、ＡＳＮＩＴＥ試験事業者 IT 認定の一般要求事

項（ＴＩＲＰ２２）１．２．２の表による。また、２．２に定める保証コンポーネントの追加

並びに５．４(4)に定める区分内の製品分野を追加する場合又はＥＡＬの数値を大

きくする場合は、それぞれの内容ごとに１区分として扱う。 

備考７：ＡＳＮＩＴＥ標準物質生産者の区分は、ＡＳＮＩＴＥ標準物質生産者認定の取得と維

持のための手引き（ＲＭＲＰ２２）第１章第２節に定める区分による。 

 

別表２ 

・４．１(3)で規定するＪＣＳＳ及びＪＮＬＡの初回認定審査、追加認定審査及び再認定審査 

・認定維持審査及び臨時審査（ＡＳＮＩＴＥ製品を除く。） 

申請／認定区分数 １～４区分 ５～１２区分 １３区分以上 

ａ：審査員数 

ｂ：審査日数 

ａ＝（１＋α） 

ｂ＝２ 

（注）別表１の備考１から備考７を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 



認定業務に係る手数料規程 第 16 版 9/10 

別表３ 

・ASNITE の初回認定審査、追加認定審査、認定維持審査、再認定審査及び臨時審査

（ASNITE 製品に限る。） 

 
国内／外国認証機関 

 

共通費 

 

契約審査の種類に応じた４．１各号の手数料算定式に次の審査員数

（ａ）及び審査日数（ｂ）を適用し、基本料及び審査員人件費を算出する

（旅費は除く）。  

ａ： 必要な審査員数 

ｂ： 審査日数は次のとおりとする。 

初回認定審査の場合：２ 

再認定審査の場合：１．５ 

追加認定審査、認定維持審査の場合：１ 

臨時審査の場合：０ 

 

加算費 

審査対象事業所(備考)ごとに見積もった審査員数（ａ）及び審査日数（ｂ）

を適用して、審査対象事業所ごとに必要な審査員人件費及び審査旅

費を算出して合計し、共通費に加算する（基本料は除く）。 

ａ：審査対象事業所ごとに必要な審査員数 

ｂ：審査対象事業所ごとに必要な審査日数 

備考：審査対象事業所とは、申請のあった認証機関の事業所（認証プロセスの実施に関

与している事業所）並びに試験等の評価活動を行う事業所（下請負契約を締結した

事業所を含む）及び認証審査に同行が必要な工場等のうち、実際に審査のために訪

問する事業所をいう。 
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別表４ 

 

手数料の特例措置に係る合同審査の組合せ（５．１．１．１関係） 

 

１．ＪＣＳＳ業務が基本となる審査等の場合 

基本となる審査等 付加する審査等 

ＪＣＳＳ登録審査（追加登録審査

を除く。） 

ＡＳＮＩＴＥの初回認定審査、追加認定審査又は再認定審査 

 

ＪＣＳＳ登録更新審査（追加登録

の更新審査を除く。） 

ＡＳＮＩＴＥの初回認定審査、追加認定審査又は再認定審査 

 

 

２．ＪＮＬＡ業務が基本となる審査等の場合 

基本となる審査等 付加する審査等 

ＪＮＬＡ登録審査（追加登録審査

を除く。） 

ＡＳＮＩＴＥの初回認定審査、追加認定審査又は再認定審査 

ＪＮＬＡ登録更新審査（追加登録

の更新審査を除く。） 

ＡＳＮＩＴＥの初回認定審査、追加認定審査又は再認定審査 

備考：ＪＮＬＡ登録審査（追加登録及び更新を含む。）又はＪＮＬＡ国際ＭＲＡ対応事業者の認

定維持審査において、ＪＮＬＡ試験区分と同じＡＳＮＩＴＥ試験区分の契約審査を合同で

実施する場合のＡＳＮＩＴＥ試験の契約審査の手数料は、５．１．３．３を参照。 

 

 


