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サービス事業者 ITS-TEA 

1.1 利用車番号管理基準および条件の貸与 

申請書 申請書 

「利用車番号管理基準および条件の
貸与申請書」を作成し申請 

①管理基準および条件の貸与申請 

「利用車番号管理基準および条件の貸与受理
書」を作成し、下記の書類を添付して送付 
「利用車番号管理基準および条件」（貸与） 
「利用車番号照会サービス利用に関する   
             契約の締結申込書」 
「利用車番号照会サービス利用に関する 
                     契約書」 

受理書 

貸与基準 
および 
条件 

受理書 

貸与基準 
および 
条件 

規程 
独自の「利用車番号管理規程」 
を作成 

「利用車番号管理基準および条件」の 
貸与状況登録作業 

利用車番号サービス 
実施の可否判断 判断 

貸与基準 
および 
条件 

否  

可 

③管理基準および条件の返却 

「利用車番号管理基準および条件」 
の貸与登録取消作業 

②管理基準および条件の貸与 
  利用車番号照会サービス契約書類 

「利用車番号管理基準および条件 
の貸与受理書」 

「利用車番号管理基準および条件」 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル ：CD-R 
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1.2 利用車番号照会サービス利用に関する契約 

サービス事業者 ITS-TEA 

利用車番号照会 
サービス契約者登録作業 

①利用車番号照会サービス利用の契約申請 添付 
書類 

添付 
書類 

「利用車番号照会サービス利用に関する契約の締結申込書」 
「利用車番号照会サービス利用に関する契約書」（２通） 
を作成し以下を添付して申請 
 

※：添付書類 
 ①事業の概要を説明した資料（会社案内など） 
 ②商業登記簿謄本 
  （商業登記簿謄本を有さないものは不動産登記簿謄本） 
 ③利用者への周知方法  
 （参考として） 
  ・ 照会利用車番号管理規程（写） 

サービス事業者 
管理装置 
（利用車番号照会 
サービス契約者登録） 

審査 
添付書類の確認など 

②契約書 捺印返却 
契約書 契約書 

「利用車番号照会サービス利用 
  に関する契約書」【捺印】(２通) 

判断 

否  

可 

契約拒否通知 

「利用車番号照会サービス利用 
  に関する契約」 

１通 

②契約書の確認と相互合意 

契約書 

契約書 「利用車番号照会サービス利用 
  に関する契約書」【捺印】(２通) 

１通 

貸与・提供 
資料 

(次頁） 

契約書 

申込書 

契約書 

申込書 

貸与・提供 
資料 

(次頁） 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル ：CD-R 
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(資料） 契約締結後に貸与・提供する規程・様式 
利用車番号照会サービス利用に関する契約を締結後、ITS-TEAが貸与・提供するものには以下のものがある。 
 ＜貸与＞ 
  「利用車番号サービス事業者登録規程」 
 ＜提供＞ 
  「利用車番号サービス事業者登録申請書／受理書」 
  「利用車番号サービス事業者登録解約申請書／受理書」 
  「利用車番号サービス事業者証明書更新申請書／受理書」 
  「利用車番号サービス事業者事業継続申請書／受理書」 

(資料） 利用車番号照会サービス利用に関する契約費用 

契約時申請件数 契約費用 再契約時 

～５００ ５千円 

再契約(合併等)並びに 

大規模契約については 

ITS-TEAに相談 

～１，０００ １万円 

～２，０００ ２万円 

～５，０００ ３万円 

以降 ５，０００台毎に１万円 

サービス事業者は契約後、ITS-TEAに利用車番号照会サービスを利用するための契約費用を支払う。 
契約費用は、下表のとおり。 
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1.3 利用車番号サービス事業者登録 

利用車番号照会サービス 
利用に関する契約の締結 

利用車番号照会 
サービス停止 

利用車番号 
サービス事業者 
登録抹消手続き 

■利用車番号サー
ビス事業者登録 

初回登録 

■事業継続申請 

■証明書更新申請 

登録更新 

サービス事業者登録証明書 

オンラインによる利用車番号照会 

証明書発行 サービス事業者登録証明書 

オフラインによる利用車番号照会 

サービス事業者登録更新証明書 

オンライン利用車番号照会 

サービス事業者登録証明書 

オフライン利用車番号照会 

 

２年経過 

 

２年毎 

証明書更新申請 事業継続申請 

証明書更新申請 

事業継続申請 

サービス停止 登録抹消 

事業継続申請・ 

証明書更新申請無し 

登録解約申請 

※■利用車番号照会・提供にはオンラインとオフラインの２形態がある 
  ■初回の「利用車番号サービス事業者登録」ではITS-TEAから「サービス事業者登録証明書」が発行され、オンライン／オフラインと

もに、これをサービス事業者証明書として使用する。 
  ■２年毎の事業者登録更新時にはオンラインによる利用車番号照会サービスを利用する事業者は「証明書更新申請」にて「サービス

事業者登録更新証明書」の発行をITS-TEAから受け、これをオンライン機器の証明書として使用する。オフラインによる利用車番号
照会サービスを利用する事業者は「事業継続申請」にてITS-TEAから「受理書の交付」を受け「サービス事業者登録証明書」を継続
使用する。 

  ■サービス事業者から「証明書更新申請」「事業継続申請」ともに申請がない場合、ITS-TEAは利用車番号照会サービスを停止する。 
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サービス事業者 ITS-TEA 

1.3.1 利用車番号サービス事業者登録 

申請書 

「利用車番号サービス事業者登録申請書」 
を作成し申請 

申請書 

①サービス事業者の登録申請 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル 

サービス事業者 
管理装置 
（証明書発行） 

「利用車番号サービス事業者登録理書」 
を発行。併せて登録証明書貸与 

受理書 

サービス事業者登録作業 
サービス事業者登録証明書
発行作業 

証明書 

・事業者ＩＤ 
・パスワード（申請による） 

「利用車番号サービス事業者登録受理書」
と登録証明書受理 

②サービス事業者証明書発行 

受理書 

サービス事業者 
登録証明書 

オンライン利用時は、証明書
の利用車番号路側機への組
込を行う 

：CD-R 

サービス事業者 
登録証明書 

貸与・提供 
資料 

(次頁） 

貸与・提供 
資料 

(次頁） 



8 

（資料） 事業者登録後貸与・提供される規程・様式 
利用車番号サービス事業者登録完了後、ITS-TEAが貸与・提供するものには以下のものがあ

る。 

 ＜貸与規程＞ 

  「利用車番号路側機管理規程」 

 ＜提供様式＞ 

  「活性化情報発行申請書／受理書」 

  「利用車番号路側機活性化情報抹消申請書／受理書」 

  「利用車番号路側機移設等変更届出書／受理書」 

  「利用車番号照会申請書／受理書」 

  「利用車番号削除申請書／受理書」 
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サービス事業者 ITS-TEA 

1.3.2 サービス事業者登録更新（オンラインサービス利用の場合） 

申請書 

オンラインによる利用車番号照会サービスを利用している事業者は、 
事業者登録時の証明書の有効期限の1月前までに 
「利用車番号サービス事業者証明書更新申請書」を作成し申請 

申請書 ①サービス事業者の登録更新申請 

サービス事業者 
管理装置 
（証明書更新発行） 

サービス事業者 
登録更新 

「利用車番号サービス事業者証明書更新受理書」
を発行。併せて登録更新証明書を貸与 

証明書 

・事業者ＩＤ 
・パスワード（申請による） 

「利用車番号サービス事業者証明書更新受
理書」と登録更新証明書の受理 

②サービス事業者証明書発行 
オンライン利用時は、利用
車番号路側機への証明書
の組込を行う 

受理書 受理書 

サービス事業者 
登録更新証明書 

※■証明書は、ITS-TEAの利用車番号情報発行システムにオンライン接続しているサービス事業者の機器を認証するために使用される。 
  ■証明書は、オンライン接続の安全性を確保するために有効期限を設けており、２年毎の更新が必要である。 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル ：CD-R 

サービス事業者 
登録更新証明書 
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サービス事業者 ITS-TEA 

1.3.3 サービス事業者登録更新（オフラインサービス利用の場合） 

申請書 

オフラインによる利用車番号照会サービスを利用している事業者は、 
事業者登録時の証明書の有効期限の1月前までに 
「利用車番号サービス事業者事業継続申請書」を作成し申請 

申請書 ①サービス事業者の登録更新申請 

サービス事業者 
登録更新 

「利用車番号サービス事業者事業
継続受理書」を発行 

受理書 
②登録更新完了 

受理書 

「利用車番号サービス事業者事業継
続受理書」を受理 

※■事業継続申請は、サービス事業者が利用車番号照会サービスを継続中であることの意思表示のために行う。 
  ■事業継続申請は、ITS-TEAの利用車番号情報発行システムに登録されているサービス事業者の再登録に使用され、２年毎の更新が必要である。 
  ■事業継続中であることが確認されたサービス事業者に対し、ITS-TEAの利用車番号情報発行システムによるサービスの提供が継続する。 

サービス事業者 
管理装置 
（サービス事業者 
 登録更新） 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル ：CD-R 
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1.3.4 サービス事業者登録解約について 

サービス事業者 ITS-TEA 

・利用車番号路側機活性化情報抹消処理 
・サービス事業者解約処理 
・利用車番号路側機登録抹消処理 

①解約申請 

④作業完了報告 

サービス事業者登録の解約を行う場合は 
「サービス事業者登録解約申請書」 
「利用車番号路側機活性化情報抹消申請書」 
を作成し、以下の貸与・提供物を添付し申請 
※：ITS-TEAより貸与・提供された下記媒体 
・証明書（電子ファイル） 
・活性化情報（電子データ） 
・利用車番号（電子ファイル） 
・貸与した規程等の書類 

返却物確認 

路側機製造者 

申請書 

申請書 

②解約完了通知他 

申請書 

申請書 

※ サービス事業者登録解約申請を行った場合、併せて活性化情報抹消申請が
必要となります。 

③作業【依頼】 サービス事業者 
管理装置 
 

路側機情報発行 
管理装置 

「サービス事業者登録解約受理書」 
「サービス事業者解約完了通知書」 
「利用車番号路側機活性化情報抹消受理書」 
「利用車番号路側機活性化情報抹消登録完了通知書」 
を発行 

受理書 

通知書 受理書 

通知書 
（写） 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル ：CD-R 

貸与 
書類 

貸与 
書類 

通知書 受理書 

受理書 

通知書 

通知書 

「利用車番号路側機活性化情
報抹消登録完了通知書」（写） 

実施結果 
報告書 

実施結果 
報告書 
（写） 

実施結果 
報告書 

報告書 

「利用車番号路側機活性化情報抹消報告書」 
「作業結果」（写） 

「利用車番号路側機活性化情報抹消報告書」に、 
活性化情報抹消の実施結果報告書を添付し報告 

報告書 

・活性化情報抹消作業 
・機器の撤去 
 （利用車番号変換ソフト抹消含） 



12 

２．利用車番号路側機調達・設置手続きフロー 

2.1 利用車番号路側機の調達（路側管理番号発行申請)  ‥‥‥‥‥ 13 

2.2 利用車番号路側機の設置（活性化情報発行申請)  ‥‥‥‥‥‥ 14 

2.3 利用車番号路側機の移設について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 

2.4 利用車番号路側機の撤去（廃棄）について‥‥‥‥‥‥‥‥ 17 
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路側機製造者 ITS-TEA 

2.1 利用車番号路側機の調達（路側管理番号発行申請) 

申請書 

製造 組立 

申請書 

路側管理番号発行処理 

「利用車番号路側管理番号通知書」 
「利用車番号路側管理番号発行受理書」 
を発行 

利用車番号路側機 

利用車番号路側機 
を発注 

サービス事業者 

路側管理番号を 
路側機へ格納 

③路側管理番号申請 

④路側管理番号の通知 

申請書 

路側機情報発行 
管理装置 
（路側管理番号発行） 

「利用車番号路側管理番号発行申請書」に 
路側機型式番号を記入し、双方の連名で申請 

⑤路側機を納品 

活性化情報発
行申請へ 

①路側機の発注 

②申請書を連名で作成 

「利用車番号路側管理番号通
知書」、「利用車番号路側管理
番号発行受理書」の受理 

受理書 
受理書 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル ：CD-R 

通知書 
通知書 
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通知書 

2.2 利用車番号路側機の設置（活性化情報発行申請) 

ITS-TEA 

活性化情報 

活性化情報格納結果を 
「活性化情報受理書」に 
記入する 

路側機登録処理 
活性化情報発行処理 

活性化情報 

受理書 受理書 

「活性化情報受理書」受領し 
活性化情報格納登録処理 

申請書 

活性化情報 

サービス事業者 路側機製造者 

①連名で申請書作成 
申請書 申請書 

活性化情報 
インストール 

「活性化情報通知書／受理書」 
を発行。併せて活性化情報を貸与 

「活性化情報発行申請書」に設置した 
利用車番号路側機の路側管理番号を記入し双方の連名で申請 

④作業【依頼】 

②活性化情報申請 

③活性化情報の配布 

⑤返 却 

通知書 通知書 
路側機情報発行 
管理装置 
（活性化情報発行） 

路側機情報発行 
管理装置 
（活性化情報格納登録） 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル ：CD-R 

活性化
情報 

「活性化情報受理書」を作成
し活性化情報格納を報告 
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（資料） 「活性化情報」発行費用 

利用車番号路側機一台当たり ￥１０，０００－ 

合併等によりサービス 

事業者ＩＤが変わった場合 

(ITS-TEAと協議) 

路側機の譲渡等 

により事業継続 

新規契約 

サービス事業者は活性化情報を受理した後、ITS-TEAに活性化情報発行費用を支払う。 

また、合併等による再発行費用に関しては、ITS-TEAに相談の上決定する。 
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2.3 利用車番号路側機の移設について 

届出書 

路側機を移設する場合、 
「利用車番号路側機移設等変更届出書」 
を作成し申請 

届出書 

利用車番号路側機 
 移設情報登録処理 

受理書 

ITS-TEA サービス事業者 

路側機情報発行管理装置 
（路側機設置情報変更） 

受理書 

①機器移設申請 

②完了 

「利用車番号路側機移設等変更受理書」 「利用車番号路側機移設等変更受理書」 
を発行 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル ：CD-R 
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2.4 利用車番号路側機の撤去（廃棄）について 

申請書 

路側機を撤去（廃棄）する場合は、「利用車番号
路側機活性化情報抹消申請書」を作成し、活性化
情報格納媒体を添付して申請を行う 

申請書 

活性化情報 

利用車番号路側機 
  活性化情報抹消登録処理 

ITS-TEA サービス事業者 路側機製造者 

④作業完了報告 
実施結果 
報告書 

③作業【依頼】 

実施結果 
報告書 
（写） 

受理書 受理書 ②完了通知他 

実施結果 
報告書 

①活性化情報抹消申請 

報告書 

通知書 
（写） 

路側機情報発行管理装置 
（路側機廃棄情報登録） 
（活性化情報抹消） 

活性化情報 

「利用車番号路側機活性化情報
抹消受理書」 
「利用車番号路側機活性化情報
抹消登録完了通知書」を発行 

「利用車番号路側機活性化情報抹消報告書」 
「作業結果」（写） 

「利用車番号路側機活性化情報抹消報告書」に、 
活性化情報抹消の実施結果報告書を添付し報告 

・活性化情報抹消作業 
・機器の撤去 
 （利用車番号変換ソフト抹消含） 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル ：CD-R 

報告書 

通知書 

「利用車番号路側機活性化情報
抹消受理書」 
「利用車番号路側機活性化情報
抹消登録完了通知書」 

通知書 

「利用車番号路側機活性化情
報抹消登録完了通知書」（写） 
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３．利用車番号照会手続きフロー 
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3.1 利用車番号のオンライン機能確認 

ITS-TEA サービス事業者 

依頼書 

オンライン配信登録処理 

オンラインで運用する場合、「利用車番号照会サービスオンライン化 
申請書／受理書」により実施申請を行い、動作確認後、運用を 
開始してください。 

依頼書 

通信テスト実施 ③通信テスト実施 

利用車番号路側機 

②通信テスト依頼 

・通信ソフトとインターフェースは、路側機製造者に提供します。 

・通信は、ＳＳＬで行い、サービス事業者証明書が必要になります。 

路側機製造者 

①オンライン対応の依頼 

 ・通信ソフトの組込 
 ・電子証明書の組込依頼 
 ・通信試験 

路側機情報発行管理装置 
（路側機のオンライン化設定） 
（照会利用車番号生成） 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル ：CD-R 

試験 
通信 

試験 
通信 
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3.2 利用車番号のオンライン照会・提供 

利用車番号受信格納 
顧客DBとの紐付け 

路側機情報発行管理装置 
 以下の手順で提供を行う。 
 ・照会依頼受信 
 ・照会利用車番号生成 
 ・照会利用車番号送信 

情報入力 
・車載器管理番号 

利用車番号路側機 

ITS-TEA サービス事業者 お客様 

申込書 

サービス申込 
利用車番号利用についての説
明と規約等の合意承認をもらう 

申込書 

一連の流れとして、サービス事業者から接続し、照
会提供依頼を行うことで、照会申請データより利用
車番号提供データを生成し、サービス事業者へ送
信する。 

①お客様との契約 

②利用車番号照会依頼 

③利用車番号照会結果取得 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル ：CD-R 
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3.3 利用車番号のオフラインでの照会・提供 

サービス事業者 ITS-TEA 

利用車番号登録 
顧客DBとの紐付け 

申請書 
申込書 

サービス申込 
利用車番号利用についての
説明と規約等の合意承認をも
らう 

申請書 

利用車番号提供作業 
 ・照会依頼情報入力 
 ・照会利用車番号生成 
 ・照会利用車番号出力 

「利用車番号照会申請書」に以下を記載し申請する。 
①事業者ID 
②車載器管理番号 
 
登録を削除する場合 
「利用車番号削除申請書」を提出 

②利用車番号照会 

③利用車番号提供 

利用車番号路側機 

お客様 

利用車番号を 
暗号化し出力 

利用車番号を格納 
「利用車番号照会受理書」発行時は、 
「利用車番号照会結果通知書」を作成し 
併せて、利用車番号提供データを貸与 
 
「利用車番号削除受理書」発行時は、 
「利用車番号削除通知書」を作成し 
併せて、利用車番号削除データを貸与 

①お客様との契約 

オフラインによる照会・提供費用 
 １回当りの照会・提供費用 
  20円／件数＋500円  
  (事務費用／送料 等) 

路側機情報 
発行管理装置 

利用車番号 
提供データ 

凡例 ：紙ベース ：電子ファイル ：CD-R 

利用車番号 
提供データ 

受理書 

通知書 

利用車番
号提供
データ ・利用車番号照会申請時は、 

「利用車番号照会結果通知書」と、 
利用車番号提供データを受理 
 
・利用車番号削除申請時は、 
「利用車番号削除通知書」と、 
利用車番号削除データを受理 

受理書 

通知書 
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お問合せ先 

 

一般財団法人 ＩＴＳサービス高度化機構 

http://www.its-tea.or.jp/ 


