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利用者 

（ＥＴＣ車載器
保有者） 

  サービス提供事業者 

   ・利用車番号サービス登録事業者 

   ・利用車番号サービス路側調達者 

 

 

 

路側機製造者 
 

・路側機製造者 

 登録事業者 

・利用車番号変換ソフト 

 被開示事業者 

利用車番号照会・提供機関 

(ITS-TEA) 

 

 

 

 

 

利用車番号変換ｿﾌﾄ開示機関 

(ITS-TEA) 

サービス提供 
（申請・契約・ 

   コンプライアンス） 

料金請求・支払い 
（利用車番号と紐付け） 

路
側
機
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路
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廃
棄
等
申
請 

変換ソフト貸与契約 

路側管理番号申請・発行 

製造者登録契約 

①契約費用 

③活性化費用 

１-1利用車番号サービス相関概要図 

②オフライン照会費用  
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利用者（お客様） サービス提供事業者 利用車番号照会提供機関 

利用車番号変換ソフト 
     開示機関 

①利用車番号変換ソフト 
 貸与基準および条件 
②路側機製造者登録 
③利用車番号路側機登録 

変換ｿﾌﾄの貸与/製造者登録 

貸与基準および条件書 

利用車番号変換ソフト貸与契約 

路側機製造者登録契約書 

製造者ID/証明書他 

サービス事業者登録 

利用車番号管理基準および条件 

利用車番号照会ｻｰﾋﾞｽ契約 

事業者ID/証明書他 

活性化情報 

変換ソフト格納通知書 

活性化情報提供/結果報告 

利用車番号照会 

照会申請書 

利用車番号提供 

①利用車番号管理基準および 
 条件書の貸与 
②利用車番号照会ｻｰﾋﾞｽ利用に 
 関する契約 
③サービス事業者登録 
④路側管理番号発行※１  
⑤活性化情報発行※１ 

⑥利用車番号提供 

利用車番号変換ソフト 
被開示者 

利用申請書提出 

利用規約など合意・承諾 
（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ） 
本人確認後契約締結 

路側機の型式登録 

路側機の登録申請 

路側管理番号発行 

①利用車番号照会提供機関と 
  「利用車番号照会サービス利用 
  に関する契約書」の締結 
②利用車番号管理基準規程の策定 
③利用車番号照会提供機関に 
 サービス事業者登録 
④路側機発注と設置 
  （活性化情報申請/格納） 
⑤利用者との契約 
  お客様への説明と合意また 
  は承諾を得る 
⑥利用車番号の管理 
⑦決済情報の管理・決済処理 
⑧危機管理 

①サービス事業者と契約 
  事業者からの説明にて 
  必要事項の合意・承諾 
②車載器管理番号の提供 
③決済情報の提供 
④支払い義務 

路側製造者 

⇔ 
①利用車番号変換ソフト等 
 開示物の管理 
②路側機への組込み 

お客様との契約 

決済（支払） 

利用の請求 

引落・支払い など 

※１：サービス提供事業者および路側製造者連名で申請 

①路側機開発 
②路側機試験と評価 
③機器の受注販売 
④セキュリティ等 
    のサポート 
⑤メンテナンス 
⑥路側機の操作 
 ・活性化情報 
 ・情報抹消 

路側機の運用 

１-2利用車番号サービス相関図 
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２．利用車番号サービス運用のフロー 

利用車番号サービス提供までの流れ（サービス事業者） 

② サービス事業者の登録 

①利用車番号照会ｻｰﾋﾞｽ利用に関する契約  

③ 利用車番号路側機の調達 

④ 活性化情報の格納 

⑧ 利用車番号DBへの登録 

⑤ 通信ソフト実装 

⑦ 利用車番号照会・提供 

⑥ 利用者との契約 

⑨ 利用車番号サービス提供 

ITS-TEAに登録 

ITS-TEAに照会 

利用車番号路側機販売までの流れ（路側機製造者） 

② 利用車番号路側機開発  

① 利用車番号変換ソフト貸与契約 ITS-TEAと契約 

ITS-TEAと契約 ④ 利用車番号路側機製造者登録  

③ 利用車番号路側機の型式登録 ITS-TEAに登録 

⑦ サービス事業者に対するサポート     

    活性化情報等の路側機へ組み込み 

    路側機廃棄時の活性化情報の削除 等 

路側機製造者に発注 

ITS-TEAに申請 
路側機製造者が組み込み 

ITS-TEAと契約 

⑥ 利用車番号路側機の製造 ｻｰﾋﾞｽ事業者に納入 

⑤ 路側機管理番号申請・格納  ITS-TEAに発行申請 
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本サービスに係る料金を以下に示します。 

３．契約・運用費用 

１ 利用車番号照会・提供の契約費用 
   
   

３ 「活性化情報」発行費用 
  利用車番号路側機一台当たり ￥１０，０００－ 
  （合併等による再発行費用に関しては、ITS-TEA応相談） 

サービス事業者契約締結 

利用車番号路側機設置毎 

契約時の利用
車番号件数を
超過した場合 

合併等によりサービ
ス事業者ＩＤが変わっ
た場合 

(ITS-TEA応相談) (ITS-TEAと協議) 

路側機の譲渡等
により事業継続 

新規契約 

２ オンライン以外による照会・提供の場合の付加費用 
    １回当りの照会費用  20円／件数＋500円 (事務費用／送料 等) 

オンラインによる照会 オフラインによる照会 

契約時申請件数 契約費用 備考 

～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応相談 

～１，０００ １万円 

～２，０００ ２万円 

～５，０００ ３万円 

申請件数超過時 ５，０００台ごとに１万円 

注１：再契約時の提供済み照会利用車番号ならびに発行済み活性化情報の扱いに 
   ついてはITS-TEAに相談 
注２：大規模の場合はITS-TEAに相談 
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４．利用車番号サービス提供スケジュール 

平成18年度 
備考 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月以降 

契約手続関係 

•サービス事業者登録 

•路側機製造者登録 

利用車番号照会・提供 

（オンライン以外） 

利用車番号照会・提供 

（オンライン） 

 

①発行時に再接
続が必要  

  （申請後、時間  

  を置いて再接 

  続が必要） 

 

②発行が自動的
に行われる 

受付開始 

・接続方法については、４月より公開 
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５-1留意事項       －利用車番号システム構築－ 

 

安全利用 ： セキュリティ確保への配慮 
 

利用者保護 ： 個人情報保護への配慮 
 

利用車番号 ： 車載器のライフサイクルへの配慮（契
約解除、譲渡、廃棄、盗難による更新・削除） 
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５-2留意事項                 －利用車番号サービス運用－ 

サービス事業者としてのセキュリティと個人情報保
護、責任 
 新サービスは、ＥＴＣが本来目的とするサービスとは異なる 

 新サービスは、ＥＴＣ車載器に依存したＩＤを活用するもの 

 サービス事業者は個人情報保護の責務を負う契約者データベー
ス等の適切な管理 

 利用者本人からの申込みを前提とした運用 

利用者へのサービス内容の事前説明責任 

路側システムの設置・移設、廃棄手続の遵守 

サービス実施施設内では非契約者の車載器も通信
に反応（看板等による周知） 
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５-3留意事項      －利用者への周知・徹底事項－ 

 ETC車載器から利用車番号を取得するには、ＥＴＣカー
ドの挿入が必要 
 

利用車番号は車両を特定するものであり、ETCカードを
特定するものではない 
 

異なる複数のサービス事業者からサービスの提供を受
けている場合の契約解除、並びに車載器の譲渡、廃棄
時には、各々の事業者に通知すること 
 

 ＥＴＣカードによる決済ではなく、サービス事業者に登録
した決済方法による 
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６. 利用車番号サービス事業者契約・登録手続き概要 

  ① 照会利用車番号管理基準および条件の貸与 

１．利用車番号サービスを行おうとするものは、 「利用車番号管理基
準および条件の貸与申請書／受理書」にて申請し、「利用車番号照
会サービス利用に関する契約」を行うために必要な利用車番号管理
基準および条件等の貸与を受けてください。 

 これを参考に内部管理規程等を作成してください。 

  ④ サービス事業者登録と証明書の受領 

  ② 利用車番号照会サービス利用の契約 
２．「利用車番号照会サービスの利用に関する契約の締結申込書」に
申請書類を添えて、ITS-TEAに利用車番号照会サービスの利用に関
する契約の締結の申込を行い契約を締結してください。 

４．「利用車番号サービス事業者登録申請書／受理書」にてITS-TEA
にサービス事業者登録申請を行ってください。ITS-TEAにサービス事
業者登録を行うことにより、利用車番号照会サービスを受けることが
できます。登録完了しますとサービス事業者としての証明書（２年毎
の更新）が発行されます。この証明書は照会利用車番号提供時の事
業者特定に使用されます。 

    サービス事業者の更新・解約 
 左記につきましては、「管理基準」「サービス事業者登録規程」 
 「契約書」等 に記載しております。 
 ご一読をお願いします。 

  ③ 利用車番号サービス事業者登録規程 
３．「利用車番号照会サービス利用に関する契約」締結後に、「利用車
番号サービス事業者登録規程」をお渡しします。この規程に沿って利
用車番号サービス事業者登録手続きを行ってください。 

  ⑤ 利用車番号路側機管理規程 
５．「利用車番号サービス事業者登録」完了後に「利用車番号路側機
管理規程」 をお渡しします。以後の利用車番号路側機の設置・活性
化情報発行等運用に必要な事項が記述されています。 
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７. 利用車番号路側機調達・設置手続き概要 

  ① 利用車番号路側機の調達 

③ 利用車番号路側機の設置と活性化情報発行申請 

１．利用車番号路側機製造者に路側機を発注してください。このとき
システムとしての利用の安全確保、個人情報保護について路側機
製造者と協議をお願いします。 

  ④ 活性化情報の格納 

３．利用車番号路側機の設置完了後「活性化情報発行申請書」に路
側管理番号を記入しサービス事業者と路側機製造者連名にて活性
化情報発行申請を行ってください。 

４．ITS-TEAから「活性化情報通知書／受理書」を付けて活性化情報
を電子媒体にて発行します。路側機製造者に依頼し、開示済み活
性化情報インストールソフトを用いて路側機に格納してください。 

  ⑤ 運用開始前の確認試験 

  ⑥ サービス運用開始 

５．契約利用者に対するサービス運用を開始する前に、登録済みの
ETC車載器から取得される利用車番号とITS-TEAから提供された
照会利用車番号との照合ができることを確認されることをお勧めし
ます。 

６．上記１～５の手続きを行っていただきサービスの運用開始をお願
いします。運用に際しては非契約車等へも配慮いただき、看板等に
よりサービスを提供している旨の掲示をお願いします。 

■路側機活性化情報、電子証明書の更新・解約 
■路側機の移設・廃棄 

 左記につきましては、「利用車番号路側機管理規程」「サービス事
業者登録規程」「契約書」等に記載しております。 

 ご一読をお願いします。 

  ② 利用車番号路側管理番号の発行申請 
２． 利用車番号路側機製造者は、利用車番号路側機を、サービス事
業者から受注し製造を行う場合、利用車番号路側機毎に路側管理
番号の申請を行い、ITS-TEAより発行された路側管理番号を機器
内に登録してください。 
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８. 利用車番号照会手続き概要 

通信ソフトの実装と電子証明書の格納 

8-1オンライン照会手続き 

通信ソフトによりITS-TEAに車載器管理番号を 
照会し、利用車番号の提供を受ける 

１．利用車番号サービス利用の契約締結後、路側機製造者に依頼し、
通信ソフト実装と電子証明書格納を行ってください。この行為により
ITS-TEAの情報発行システムとオンライン機器接続が可能となりま
す。 

照会された利用車番号をデータベースに格納 

２．通信ソフトが実装された照会申請端末機器にて車載器管理番号
を入力してください。通信ソフトを介して照会依頼が行われ、ITS-
TEA内の情報発行システムから照会利用車番号が送られてきます。 

３．送られてきた照会利用車番号と決済情報を紐付けし、決済サービ
ス用システムのデータベースに格納してください。 

所定の申請書に車載器管理番号を添付し 
照会申請 

8-2オフライン照会手続き 

利用車番号照会結果通知 

１．照会を受けたい車載器管理番号を所定のフォーマットにて添付し
「利用車番号照会申請書／受理書」にて照会申請を行ってください。 

照会された利用車番号をデータベースに格納 

２．ITS-TEAより前項にて照会申請を受理し、対応する照会利用車番
号が「利用車番号照会結果通知書」に添付され、送付されてきます。 

３．送られてきた照会利用車番号と決済情報を紐付けし、決済サービ
ス用システムのデータベースに格納してください。 
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９． 利用車番号変換ソフトの貸与手続き概要 

② 利用車番号変換ソフトの貸与に関する契約 

① 利用車番号変換ソフトの貸与に係る貸与基準 
 および条件の貸与申請 

③ 利用車番号変換ソフト開示証明書の受領 

１．利用車番号路側機の開発を行なおうとするものは、 「利用車番号変
換ソフトの貸与に係る貸与基準および条件の貸与申請書／受理書」に
て申請し、「利用車番号変換ソフトの貸与に関する契約」を行うために
必要な貸与基準および条件等の貸与を受けてください。 

 これを参考に内部管理規程等を作成してください。   

２．「利用車番号変換ソフトの貸与に関する契約の締結申込書」に申請
書類を添えて、ITS-TEAに利用車番号変換ソフトの貸与に関する契約
の締結を申し込んでください。 

⑤ 利用車番号路側機の開発と型式登録※ 

５．貸与にて開示されたソフトウェアと資料に基づき、開示ソフト類を路側
機に実装し、利用車番号路側機の開発を行ってください。 

 開発完了後「利用車番号変換ソフト実装完了報告書／受理書」にて完
了報告を、また「利用車番号路側機登録申請書／受理書」に型式番号
を記入し、型式登録を行ってください。 

  ※型式登録は、新規の利用車番号路側機開発毎に行うことを 
   原則とします。 

利用車番号変換ソフトの貸与に関する契約 
の更新・解約 

 左記につきましては、「貸与基準と条件」「利用車番号路側機製造者登
録規程」「契約書」等 に記載しております。 

 ご一読をお願いします。 

④ 利用車番号変換ソフト開示資料等一式の貸与 

３．「利用車番号変換ソフトの貸与に関する契約」締結完了時に利用車
番号変換ソフト開示証明書をお渡しします。この証明書は以後の開示
資料当一式の貸与の際、開封用IDとして使用されますので大切に保
管しておいてください。 

４．契約締結後に利用車番号変換ソフト開示資料等一式を開示証明書
に包んでお渡しします。 
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１０．利用車番号路側機製造者登録手続き 

  ① 利用車番号路側機製造者登録規程 

  ② 利用車番号路側機製造者登録申請と契約 

２．利用車番号路側機製造者になろうとする者は、利用車番号路側機
の開発終了後に「利用車番号路側機製造者登録に関する契約の締
結申込書」にて製造者登録申し込みを行い契約を締結してください。 

１．利用車番号路側機製造者製造者登録規程は「利用車番号変換ソフ
トの貸与に関する契約」締結時にITS-TEAから貸与されます。 

  ③ 利用車番号路側機管理規程 
３．「利用車番号路側機製造者登録に関する契約」締結後に「利用車番
号路側機管理規程」をお渡しします。本規程には以後の利用車番号
路側機の製造・設置・活性化情報・証明書更新等の規程が記述され
ています。 

利用車番号路側機製造者登録契約 
の更新・解約 

 左記につきましては、「貸与基準と条件」「利用車番号路側機製造者
登録規程」「契約書」等 に記載しております。 

 ご一読をお願いします。 

  ④ 利用車番号路側機製造者登録証明書の受領 

４．「利用車番号路側機製造者登録契約」締結完了時に利用車番号路
側機製造者登録証明書をお渡しします。この証明書は以後の各種提
供物を包むために、使用されますので大切に保管しておいてください。
なお、この証明書は９項③の利用車番号変換ソフト開示証明書が路
側機製造者登録証明書として再発行されます。 
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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/ 


