資料３

海
海外のナンバープレート

・・・１
大韓民国
・・・２
インドネシア
・・・３
マレーシア
・・・４
シンガポール
・・・５
カナダ
・・・６
アメリカ合衆国（ワシントンＤＣ）
・・・７
アメリカ合衆国（ニューヨーク州）
・・・８
アメリカ合衆国（カリフォルニア州）
メキシコ合衆国（メキシコシティ（連邦特別区）） ・・・９
・・・１０
ブラジル
・・・１１
英国
・・・１２
フランス

オランダ
デンマーク
ドイ
ドイツ
イタリア
スペイン
スウェーデン
スウェ
デン
ノルウェー
フィンランド
ロシア
オ
オーストラリア
トラリ
ニュージーランド
サウジアラビア

・・・１３
・・・１４
・・・１５
・・・１６
・・・１７
・・・１８
・・・１９
・・・２０
・・・２１
・・・２２
・・・２３
・・・２４

標準（自家用）色：白
：ｃｍ縦１１ｃｍ
サイズ：横５２ｃｍ、縦１１ｃｍ
色 ：白
表示内容：
表示内容：３つのアルファベット＋３つの数字
３５・・・車種（２桁。乗用車は０１～６９、乗合は７０～７９、貨物は８０～９７等）
最後の数字は車検月を表す
最後の数字は車検月を表す。その他のアルファベット・数字はランダム。
その他のアルファベット・数字はランダム
너・・・用途（自家用３２種類、事業用５種類）※ハングルであり、「あいうえお」
※車検月表記の５月・ ６月分は抜かれている。（夏期の集中を防ぐため）車検時期は
に相当
６７６９・・・番号（４桁）
車検月の前後２ヶ月。
事業用のみ所管官庁（登録地）を表記

事業用
乗用は白、事業用は黄色のプ
レートで、事業用は所管官庁（登
録地）も表示

希望ナンバー
登録官庁
登録官庁から提示される中から選択
提 される中
選択
可能
従前（２０１１年１０月１６日まで）は、
数字４桁のうち、末尾の２桁が奇数か
偶数の２つが提示され、そのどちらか
偶数
提
、そ
を選択する制度であったが、現在は、
無作為に１０個が提示され、その中か
ら選択できるようになった。

その他
次のような内容の自動車管理法の一
部改正案が国会に上程されている
（韓国の通常国会は９月～であるた
め 成立 ドは現在 と ろ 明）
め、成立メドは現在のところ不明）。
・番号封印制度の廃止
・車両登録証の車内備え付け義務
を廃止し、所有者が適切に管理
する義務に緩和

★図柄の有無

表示不可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可
★ステッカーの可否

貼付不可
★事業用・自家用の有無
★事業用
自家用の有無

有り
★希望ナンバーの有無

原則として機械的に付与され
るが、希望すれば、希望する番
号とすることが可能
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標準（自家用）

（
（2011年3月以前の旧プレート）
年 月以前 旧プ
ト）

：
（ 2011年4月以降の新プレート）
「Ｄ」・・・バンドン市、西バンドン市（登録した地域）
「１３４５」・・・番号
「ＮＯ
「ＮＯ」・・・バンドン市のＮＯ区域
バンドン市のＮＯ区域（区域識別コード）
「１２．１４」・・・２０１４年１２月
「０４・１６」・・・２０１６年０４月

サ イ ズ：旧プレート 横39.5ｃｍ、縦13.5ｃｍ
横39 5ｃｍ 縦13 5ｃｍ
新プレート 横44.5ｃｍ、縦13.5ｃｍ
色
：黒地に白文字
表示内容： 自家用車両用ナンバ
自家用車両用ナンバープレートの場合（他種類のナンバー
プレ トの場合（他種類のナンバ
プレートでは、表示文字数や標記の有無が異なる点がある。）
・登録した地域（州や市等）・・・アルファベット１文字または２文字で表示
・上記の登録した地域をさらに細分化した区域識別コード
・・・アルファベット２文字または３文字で表示
アルファベット２文字または３文字で表示
（旧プレートでは２文字分のスペースしか
なかったが、旧プレートより横が5cm長い
新プレートでは３文字表記が可能）
・番号・・・数字１文字～４文字で表示
番号
数字１文字 ４文字で表示
・有効期限・・・月・西暦の下２桁で表示（交付から５年間有効、税の納付
と引き替えに新しいナンバーが交付される。）

希望ナンバー

その他

希望ナンバーの選択に関する制度
は存在しないが、ナンバー交付機関
である警察に個別に相談した結果、
希望するナンバーが交付された例も
存在する。

２０１１年４月、国内の車両数増加に
対応するため、インドネシア国家警察
より横幅 長 新
様式
により横幅の長い新しい様式のナン
バープレートが導入された（現在は、
移行期間中のため、旧様式のナン
バープレートも有効）。
これにより、登録番号右の区域識別
れにより 登録番号右 区域識別
コードについて、３文字表記が可能と
なった。

★図柄の有無

表示不可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可
★ステッカーの可否
★ステッカ
の可否

貼付不可
★事業用・自家用の有無

無し
★希望ナンバーの有無
★希望ナンバ
の有無

機械的に付与され、番号を選
択することは不可
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標準（自家用）
ＷＱＴ ４１２０・・・番号
「Ｗ」は、登録した州等を示す。
(クアラルンプール連邦政府直轄領）

：

色
：黒地、白文字
表示内容：
番号・・・アルファベット１文字以上と数字
４文字の組み合わせで表示
登録した州等・・・番号のアルファ ベットの
最初の１文字目で表示

ＷＱＴ ３１９４・・・番号
「Ｗ」は登録した州等を示す。
(クアラルンプール連邦政府直轄領)

その他
最近のナンバープレートには、枠の部分に一部キャッチフレーズ・ロゴが小さ
最近のナンバ
プレ トには 枠の部分に 部キャッチフレ ズ ロゴが小さ
く入っている場合がある（ただし、ナンバーの部分ではなく、また、大抵が購入
した自動車メーカーのロゴ（上図参照））。
Putrajayaナンバー等の特殊番号も一部あり、PutrajayaナンバーはPutrajaya
Putrajayaナンバ
等の特殊番号も 部あり Putrajayaナンバ はPutrajaya
在勤在住で特別な申請を行った場合取得可能な模様。
ステッカーと呼ばれるかは不明であるが、州の紋章等であれば、ナンバープ
レ トに入れている場合もある（ただし 首相等特定の者に限定）
レートに入れている場合もある（ただし、首相等特定の者に限定）。

★図柄の有無

表示不可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可
★ステッカーの可否

貼付不可
★事業用・自家用の有無

無し
★希望ナンバーの有無

原則として機械的に付与され
るが、希望すれば、希望する番
号とすることが可能
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標準（自家用）

：

サ イ ズ：横５２ｃｍ、縦１１ｃｍ
色
：白
表示内容：番号・・・数字とアルファベットの組み合わせ
８文字で表示

★図柄の有無

★事業用・自家用の有無
★事業用
自家用の有無

表示不可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可
★ステッカーの可否
★ステッカ
の可否

無し
★希望ナンバーの有無

原則として機械的に付与されるが、希望すれば、
希望する番号とすることが可能

貼付不可
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サイズ：横30.5ｃｍ、縦15.2ｃｍ
サイズ：横30
5ｃｍ 縦15 2ｃｍ
色 ：白色の地に青色、紺色、赤色又は黒色の文字(州により異なる。）
表示内容：５桁又は７桁程度のアルファベット＋数字の組み合わせで、
：ｃｍ縦１１ｃｍ
色：白
ナンバープレートが発行された順番に自動的に番号が割り
表示内容：３つのアルファベット＋３つの数字
表
容
数 振られる場合が多い。(州により異なる。)
振られる場合が多い (州により異なる )

標準（自家用）

（例）AAA001,AAA002,・・AAB001
最後の数字は車検月を表す。その他のアルファベット・数字はランダム。
・ナンバープレートを発行した州の名称が表示されている。
※車検月表記の５月・ ６月分は抜かれている。（夏期の集中を防ぐため）車検時期は
・州政府の観光誘致政策のスローガン又は州の歴史、文化
車検月の前後２ヶ月。
・自然などを象徴するスローガンが表示されている場合が
自然などを象徴するス
ガンが表示されている場合が

多い。
(例)オンタリオ州“Yours to discover”、ケベック州“Je me souviens”

・州を象徴する図柄が表示されている場合が多い。
(例）王冠、州の紋章・旗・花・風景 等

事業用

その他

★図柄の有無

有り
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

アルファベット及び数字の並べ方で自家用と区別

有り

希望ナンバー
オンタリオ州では、原則として「ＡＢＣＤ１２３」の形
式で機械的に付与されるが、希望すれば追加手
数料を払った上で２桁以上８桁以下の任意のアル
ファベット及び数字の組み合わせに、６０種類以
上の図柄の中から選択したものを表示することも
できる。ただし、過去に発行されたものと同一の
組み合わせや 当局により問題があると判断され
組み合わせや、当局により問題があると判断され
た組み合わせ(下品・猥褻なもの、他人を誹謗中
傷するもの、人種・宗教に関するもの、商標権を
侵害するもの、表記が他の組み合わせと紛らわし
いものなど）とすることは認められない。

★ステッカーの可否
ノースウェスト準州及びヌナブト準州は、
通常の長方形ではなく、ホッキョクグマの
形のナンバープレートを採用

有り
★事業用・自家用の有無

有り
★希望ナンバーの有無

オリンピックが開催された都市などに、特
オリンピックが開催された都市などに
特
別なデザインのナンバープレートが発行さ
れる場合がある（上記は、２０１０年バン
クーバー登冬季オリンピック開催記念プ
レート）。

原則として機械的に付与され
るが、希望すれば、追加の手数
料を支払った上で希望する番号
にしたり、希望する図柄を表示し
たりできる州が多い。
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標準（自家用）
サイズ：横30.48ｃｍ、縦15.24ｃｍ
色 ：白地に青文字。
白地に青文字
表示内容：数字とアルファベットの組み合わせ
（通常はアルファベット２文字と数字４文字の組み合わせによる６文字）
・最初のアルファベット２文字はナンバープレートの発行期間を示す
（ は
（BRは2002/11‐2003/2発行）。
/
/ 発行）
・次の数字４文字は、その期間に発行された順に割り当てられる。

：

事業用
例えば、タクシーの場合Ｈとそれに続
く５桁の数字、商業トラックの場合Cと
それに続く５桁の数字、バスの場合B
とそれに続く５桁の数字が用いられて
それ 続く 桁 数字 用 られ
いる。

希望ナンバー
申請には、通常は１０ドルだが、希
申請には
通常は１０ドルだが 希
望ナンバーの場合、１００ドルとなる。

★図柄の有無

背景として最初から表示
★キャッチフレーズ・ロゴの有無
★キャッチフレ
ズ ロゴの有無

背景として最初から表示
★ステッカーの可否

貼付不可

その他
ロゴは、背景として最初から表示さ
れている。
“TAXATION
TAXATION WITHOUT
REPRESENTATION ”と入るのが原則

★事業用・自家用の有無
★事業用
自家用の有無

有り
★希望ナンバーの有無

原則として機械的に付与され
るが 希望すれば 希望する番
るが、希望すれば、希望する番
号とすることが可能
‐6‐

標準（自家用）

【
【Custom
Picture Plateの例】
の例】
サイズ：横30.48ｃｍ、縦15.24ｃｍ
色 ：山吹色地に青文字（２０１０年４月～）
それ以前は白地に青文字
：ｃｍ縦１１ｃｍ
色：白
表示内容：最大８文字でランダムに表示
表示内容：３つのアルファベット＋３つの数字
・アルファベット（Ａ～Ｚ）
（スポーツ）
最後の数字は車検月を表す。その他のアルファベット・数字はランダ（スポーツ）。
・数字（０～９）
（2010年4月以降）
・スペース
※車検月表記の５月・
・ＮＹ州の形をしたマーク
ＮＹ州の形をしたマ ク

（2010年3月以前）

事業用
プレート下部のキャッチフレーズのところに
“COMMERCIAL”と表示
その他、業種により以下の例あり。
・タクシー：プレート下部に“TAXI”と表示
（番号は車両免許番号と同じ。）
・リムジン：プレート下部に“TLC”と表示
（番号は“T”で始まり“C”で終わる。）
・MTA（NY州都市交通局）バス：プ
レート下部に“OFFICIAL”と表示

（観光）

希望ナンバー
作成には、初期費用60.00ドル、毎年の更新毎
に31.25ドルの費用が発生

その他
プレ トのデザインそのものを変更する
プレートのデザインそのものを変更する
“Custom Picture P late”制度があり、スポー
ツ、観光等のテンプレートより選択が可能
基本的な費用は以下の通り（ただし、デザイン
毎に若干の上下あり）
・番号を希望しない場合：初期費用60.00ドル、
番号を希望しない場合 初期費用60 00ドル
毎年更新時31.25ドル
・番号を希望する場合 ：初期費用91.25ドル、
毎年更新時62.50ドル

★図柄の有無

背景として最初から表示
★キ
★キャッチフレーズ・ロゴの有無
ズ ゴ 有無

背景として最初から表示
★ステッカーの可否

貼付不可
★事業用 自家用の有無
★事業用・自家用の有無

有り
★希望ナンバーの有無

原則として機械的に付与され
るが 希望すれば 希望する番
るが、希望すれば、希望する番
号とすることが可能
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標準（自家用）

【
【California
Special Interest License Platesの例】
例】

サイズ：横30.48ｃｍ、縦15.24ｃｍ
色 ：白地に青文字

：ｃｍ縦１１ｃｍ

色：白

表示内容：以下の文字を“NAAANNN
表
内容
文字を“
”
（Ｎ：数字、Ａ：アルファベット）の順に表示
・アルファベット（A～Z）
ただし最初と頭から３番目のアルファ
ベ ト は O, Q以外の文字を使用
ベットにはI,
外 文字を使用
・数字（0～9）
ロゴ：プレートの上部に“California”と表示

事業用

希望ナンバー

自家用と事業用ではプレート表示のアルファ
ベット及び数字の順番が異なる。事業用は
び
が
“NANNNNN ” の順で、アルファベットのＩとＯ
は使用しない。

登録に９８ドル、毎年更新料３０～７８ドル
の費用が発生
費 が

（アート）

★図柄の有無

背景として最初から表示
★キ
★キャッチフレーズ・ロゴの有無
ズ ゴ 有無

背景として最初から表示
★ステッカーの可否

その他
そ
他
上部左右に車検の有効期間を示したステッ
カー（左上に有効期間の月、右上有効期間
の年）を貼ることが義務付けられている。
またどちらのステッカ も年月に応じて異
またどちらのステッカーも年月に応じて異
なった配色がなされ、取締機関が容易に判
別できるようになっている。

（自然）

プレートのデザインそのものを変更する
“California Special Interest License
Plates”制度がある。自然やアート等のテ
ンプレ トより選択が可能 費用や初期費
ンプレートより選択が可能。費用や初期費
用４９～９８ドル、毎年更新時３８～７８ド
ル。

貼付可
★事業用 自家用の有無
★事業用・自家用の有無

有り
★希望ナンバーの有無

原則として機械的に付与され
るが 希望すれば 希望する番
るが、希望すれば、希望する番
号とすることが可能
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標準（自家用）
サ イ ズ：横３０ｃｍ、縦１５ｃｍ
色
：白
表示内容：連邦政府がプレートや文字のサイズ等を定め
表示内容：連邦政府がプレートや文字のサイズ等を定め、
背景のロゴ等は各州（連邦特別区であるメキシコ
シティを含む。）が定めている。
最上部最左の「DELANTERA」は「前」の意であり、車の前後にそれぞれ同様のプレートが掲示されている。
部 左 「
「前
意 あ 車 前後
れぞれ 様 プ
が掲
れ

：「09 DISTRITO FEDERAL」の「DISTRITO FEDERAL」とは「連邦特別区」の意であり、左の２桁の数字は（自動車ナン
バープレートに限らず）各州に割り当てられている番号で、「09」は連邦特別区（メキシコシティ）に割り当てられた番
号である。
右上の星印の中「SCT」は連邦・通信運輸省の意である。
中央部左の数字３字及び右のアルファベット３文字は、いずれも、連邦特別区（メキシコシティ）に登録された順に、
機械的に割り振られる。
下部中央の「Ciudad Mexico」は、現在一般的に使われているメキシコシティのロゴ
最下部中央の「TRANSPORTE PARTICULAR AUTOMOVIL」は「自家用車」の意
最下部最右のマークは、メキシコシティの正式なロゴ
自家用・事業用は、色や番号で区別されている。
★図柄の有無

★事業用・自家用の有無

背景として最初から表示
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可

無し
★希望ナンバーの有無

機械的に付与され、番号を選択することは不可

★ステッカーの可否

貼付不可
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標準（自家用）
：ｃｍ縦１１ｃｍ
色：白
サイズ：横４０ｃｍ、縦１３ｃｍ
表示内容：３つのアルファベット＋３つの数字
表
容
数
色 ：背景が灰色、文字が黒
最後の数字は車検月を表す。その他のアルファベット・数字はランダム。
※車検月表記の５月・ ６月分は抜かれている。（夏期の集中を防ぐため）車検時期は
表示内容：
車検月の前後２ヶ月。
最初に登録した州：アルファベット３文字で表示（「ＡＢＣ」部分）
現在登録している都市：都市名を表示（「パラナ州クリチバ）
番号：数字４文字で表示、当該自動車に付与された登録番号（「１２３４」）

事業用
色で区別
事業用は背景が赤で、文字が白

その他
１９９０年より、プレ トの上部に現在登録
１９９０年より、プレートの上部に現在登録
している都市名（州と市町村）が記されて
ある。
引っ越し等で登録する都市に変更が生じ
た場合、その部分のみ変更することができ
る。

★図柄の有無

表示不可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無
★キャッチフレ
ズ ロゴの有無

表示不可
★ステッカーの可否

貼付不可
★事業用・自家用の有無
★事業用
自家用の有無

有り
★希望ナンバーの有無

原則として機械的に付与され

２００８年１月１日から、プレートのサイズは、
年 月 日から、
トのサイ は、 るが、希望すれば、希望する番
るが 希望すれば 希望する番
４００ｍｍＸ１３０ｍｍのみとなった。
号とすることが可能
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標準（自家用）

：

サ イ ズ：前部：横 52.0ｃｍ、縦
52 0ｃｍ 縦 11.1ｃｍ
11 1ｃｍ
後部は３種類の大きさがある。
後部①：横52.0ｃｍ、縦11.1ｃｍ
後部②：横28.5ｃｍ、縦20.3ｃｍ
後部③：横53.3ｃｍ、縦15.2ｃｍ
色
：前部背景色：白
前部背景色 白
後部背景色：黄（両者とも反射色）
文字色：黒
表示内容：
登録エリア（Area Code）：アルファベット２文字で表示
登録年(Age Identifier)：
西暦の下２桁で表示（3月1日～8月末）
西暦の下２桁に５０を加えた数で表示（9月1日～12月末）
前年の西暦の下２桁に５０を加えた数で表示（1月1日～2月末）
番号(Random Letters)：アルファベットの組み合わせ３文字で表示
その他の例（EUシンボルなし）
他 例
ボ な

希望ナンバー

その他

★図柄の有無

表示不可
運輸局（DVLA）が特定の新規番号（未使
用の過去のナンバーを含む）を販売
特殊なナンバーは運輸局が定期的に
オ クションを開催
オークションを開催
貴重なナンバーは、プレミアム価格で市
中で売買されており、購入することも可能
車の実際の初期登録年よりも新しい年号
のプレートの使用は不可

エンブレム（オプション）：以下から選択
EUのシンボル ＋ “GB”
英国の旗 ＋ “GB”, “Great Britain”,
“GREAT BRITAIN”, “UK” , “United Kingdom”
or “UNITED
UNITED KINGDOM
KINGDOM”
イングランドの旗 ＋“Eng”, “ENG”, “England”
or “ENGLAND”
スコットランドの旗 ＋“Sco”, “SCO”, “Scotland”
or “SCOTLAND”
ウ
ウェールズの旗
ズの旗 ＋ “Wales”,
“
” ““WALES”,
”
“Cymru”, “CYMRU”, “Cym” or “CYM”

★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可
★ステッカーの可否

任意に貼付可
★事業用・自家用の有無

無し
★希望ナンバーの有無

機
原則として機械的に付与され
るが、希望すれば、希望する番
号とすることが可能
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サイズ：横５２ｃｍ、縦１１ｃｍ
サイズ：横５２ｃｍ
縦１１ｃｍ
色 ：背景は白色、文字は黒色
：背景は白色 文字は黒色
表示内容：自動車の登録番号は「アルファベット２文字」－「アラビア数字
３文字」－「アルファベット２文字」の３部分計７文字で構成され
：ｃｍ縦１１ｃｍ
色：白
る。各部分について、特別な意味は付与されていない。
表示内容：３つのアルファベット＋３つの数字
表
容
数
左 側：上段の星で形成された環はＥＵの旗 、下段の「Ｆ」はフランス
下段の「Ｆ」はフランス
最後の数字は車検月を表す。その他のアルファベット・数字はランダム。
真ん中：当該自動車に付与された登録番号
右 側：上段の図柄は登録地のロゴマーク（１地方１種類。２６種類あり）
※車検月表記の５月・ ６月分は抜かれている。（夏期の集中を防ぐため）車検時期は
番号払底を回避するため、２００９年に登
下段の数字は登録地の県番号
録番号の形式を現行のものに変更

標準（自家用）

車検月の前後２ヶ月。
（旧形式は「アラビア数字２～４文字」＋

「アルファベット１～３文字」＋「アラビア数
字２文字（登録地の県番号）」）

その他

車両後部に取り付けるナンバープレートの背景は以前黄色であったが、2007年
から白色が認められ、2009年からは白色のみに限定（黄色は廃止）
※黄色のペンキに自然環境に有害な鉛化合物が含まれていたことが原因

右側上段に記すロゴマーク

★図柄の有無

背景として最初から表示
★キ
★キャッチフレーズ・ロゴの有無
チフレ ズ ロゴの有無

背景として最初から表示
★ステッカーの可否

貼付不可
★事業用 自家用の有無
★事業用・自家用の有無

無し
車両の構造上、５２cm×１１cmのナン
バープレートを取り付けることができない
場合には、３０cm（又は２７．５cm）×２０
cmのナンバープレートを取り付けること
ができる。

★希望ナンバーの有無

機械的に付与され、番号を選
択することは不可
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標準（自家用）

：

サ イ ズ：横52ｃｍ
ズ：横52ｃｍ、縦11ｃｍ
縦11ｃｍ
色
：黄色地に黒枠、(左端に)青帯あり欧州の
シンボルとオランダを示すNLの国記号
表示内容：
登 録 年
年・・・西暦の下2桁で表示
西暦の下2桁で表示
登録した県・・・英数字2文字で表示
番
号・・・英数字の組合せ5文字で表示

RDW (道路交通局)が機械的に連続番号を振ったラインセンスプレートを発行している
(道路交通局)が機械的に連続番号を振ったラインセンスプレ トを発行している。
これらのプレートは、組合せ番号のシリーズで、シリーズは英数字の多様な組合せからなり、「サイドコード」とも呼ばれている。
現行形式によるサイドコード1の初めての登録は1951年で、伝統的に、ラインセンスプレートは英字と数字の組合わせからなり、英字
あるいは数字2個を1組とするものを3つ組み合わせたものからなってきた。
2005年9月1日以降、RDWは英字あるいは数字1個～3個を1組とするものを複数組合せた新しいナンバープレートを使っている。

事業用
3,500 kg以下の小型事業用車
の第1字はＶ、3,500 kg超の大
型事業用車の第1字は Bとなる。
例）８３－ＶＬＫ－７

タクシーは2000年以降、別種の
ナンバープレートとなった。

その他

★図柄の有無

表示不可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可
★ステッカーの可否
登録日が1978年1月1日より前の旧
型車やクラシックカーのナンバープ
レートは、濃紺地に白英数字
組合せ番号は常に、数字2個が2対
プラス英字2個1対からなる。

貼付不可
★事業用・自家用の有無

有り
★希望ナンバーの有無

希望ナンバーの取得は不可。ナ
ンバープレートのナンバーは、全
て規定通りに機械的に振られる。
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標準（自家用）
サ イ ズ：横50.4ｃｍ、縦12ｃｍ が一般的であるが、
横30.9ｃｍ、縦21ｃｍを選択することも可能。
（自家用の場合）
色
：白地、赤枠付き、黒文字
白地 赤枠付き 黒文字

：

表示内容： 2文字のアルファベット＋5桁の数字の組み合わせ
であるが、特に意味はもっていない。

事業用
事業用は黄色のプレート。自家
用・事業用兼用の場合は、黄
色・白色のプレート

希望ナンバ
希望ナンバー
希望すれば、自由に７文字
のアルファベット若しくは数
字を選ぶことができる（既に
が
登録済みのもの、汚い言葉
は不可）。

★図柄の有無

表示不可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可
★ステッカーの可否

貼付不可
★事業用・自家用の有無

有り
事業用

★希望ナンバーの有無

原則として機械的に付与され
るが、希望すれば、希望する番
号とすることが可能
自家用・事業用兼用
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標準（自家用）

サ イ ズ：横５２ｃｍ、縦１１ｃｍ
ズ 横
縦
色
：白
白
表示内容：
（ア）Euro及び国マーク
最も左のEuroのマークがあるこのナンバープレートは、EU圏内及びスイスにおいて、
利用可能なことを示している。「D」は車両の所在地がドイツ（Deutschland）を示している。
」
（イ）車両の所在地
ＫＡ：車両の所在する地域（市又は群毎に規定）を示しており、ＫＡはKarlsruhe（カールス
ルーエ）の略。2006年に公布された自動車許可令によれば、車両の所在地が変更にな
り、市や郡の行政地域が変更になる場合であっても、州内での変更であればナンバープ
レートを変更しなくても良いかどうかを州毎に決定
レ
トを変更しなくても良いかどうかを州毎に決定。この規定に基づき、2009年以降、ヘッ
この規定に基づき 2009年以降 ヘッ
セン州、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州、ブランデンブルク州、ザクセン州及びチューリ
：
ンゲン州などでは車両の所在地が市や郡の行政地域をまたがって変更になるものの、州
内での変更の場合、昔のナンバープレートを変更する必要はなくなった。
（ウ）車両の識別番号
（エ）有効期間を示すステッカー
ＰＡ７７７ アルフ ベ トと数字から構成される
ＰＡ７７７：アルファベットと数字から構成される。
自動車検査で合格した車両に対して
自動車検査で合格した車両に対して、
A1～A999→・・・→Z1～Z999
自動車検査官がナンバープレートに
AA1～AA99→・・・→ZZ1～ZZ99
貼付する。
AA100～AA999→・・・→ZZ100～ZZ999
ステッカーの色の種類は6種類で、下
A1000～A9999→・・・→Z1000～Z9999
の例は、有効期間2007年12月までを
AA1000～AA9999→・・・→ZZ1000～ZZ9999
示している。
(オ）許可した行政地区の公証
下の例は、バイエルン州のミュンヘンの例

その他
アクリル製（Kunststoff）
2006年以降、通常のメタル製のナン
バープレートの他、アクリル製の素材
のものでも認められている。
も
も認められ
る
この他、３Ｍによって生産されているＬ
ＥＤによって自ら発光するナンバープ
レートなどがあり、これによって視認
性の向上を図っている。
性
向 を図
る。

★図柄の有無

背景として最初から表示
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可
★ステッカーの可否

貼付不可
★事業用・自家用の有無

無し
★希望ナンバーの有無

原則として機械的に付与され
るが、希望すれば、希望する番
号とする とが可能
号とすることが可能
(別途追加料金１００ＥＵ程度発生）
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標準（自家用）

その他
軍、警察、消防、国連職員、外
交官等については特殊なナン
バープレート（両側の青帯がな
く、番号を赤字又は青字で表
示）を使用

サ イ ズ：＜前部用＞横36cm、縦11ｃｍ ＜後部用＞横52ｃｍ、縦11ｃｍ
色

：白地に青帯

： 表示内容：
（向かって左の青帯部分）
ＥＵのマーク・・・１２の星
車両登録国（イタリア）・・・アルファベットのＩで表示

★図柄の有無

表示不可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可
（真ん中白地部分） 番号・・・アルファベット２文字、３桁の数字、
アルファベット２文字 の合計７文字で表示

★ステッカーの可否

貼付不可
★事業用・自家用の有無

（向かって右の青帯部分）
初回登録年・・・西暦の下２桁で表示
登録事務所所在県（任意）・・・県を表すアルファベット２文字
（ローマのみ例外で４文字Roma）

無し
★希望ナンバーの有無

機械的に付与され、番号を選
択することは不可
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標準（自家用）

：
サ イ ズ：横52ｃｍ、縦11ｃｍ
色
：白
表示内容：
番 号・・・数字４文字で表示
登録年月・・・アルファベット３文字で表示
ＢＢＪであれば２０００年９月を表す。

★図柄の有無

★事業用 自家用の有無
★事業用・自家用の有無

表示不可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可

無し
★希望ナンバーの有無

機械的に付与され、番号を選択することは不可

★ステッカ の可否
★ステッカーの可否

貼付不可
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標準（自家用）

：ｃｍ縦１１ｃｍ
色：白
サイズ：横４８ｃｍ、縦１１ｃｍ
色 ：白
表示内容：３つのアルファベット＋３つの数字
表示内容：３つのアルファベット＋３つの数字 最後の数字は車検月を
最後の数字は車検月を表す。その他のアルファベット・数字はランダム。
表す その他のアルファベット・数字はランダム
表す。その他のアルファベット
数字はランダム
※車検月表記の５月・
※ 車検月表記の５月・６月分は抜かれている（夏期の集中を防
事業用（タクシー）
６月分は抜かれている。（夏期の集中を防ぐため）車検時期は車検月の前後２ヶ月。
ぐため）。なお、車検時期は車検月の前後２ヶ月
タクシーの場合、プレートは黄色で末尾にＴを付ける。

事業用（ディーラー関係車）

標準以外のナンバープレート

表示不可

車の製造、輸送用の車両の場合、
プレートは緑色

希望ナンバー
希望ナンバー(Personal Plate)は２～７
文字・数字を自由に組み合わせること
ができる。
希望ナンバーはプレートに掲載が可能
希望ナン
は
掲載 可能
なナンバーであり、通常のナンバーも
別途付与
希望ナンバー登録には１万スウェーデ
ン・クローナ(約11万円)が必要だが、10
ク
ナ(約
) 必要
、
年間保有可
攻撃的な内容等を意味する文字等は
許されていない（通常ナンバーでも避け
られている。）。

★図柄の有無

★キャッチフレーズ・ロゴの有無
２００３年にユーロバンド導入
横52cm 縦11cm
横52cm,縦11cm
左端に4cmの青帯
ＳはSwedenを意味する。

表示不可
★ステッカーの可否

貼付不可
★事業用・自家用の有無
★事業用
自家用の有無

米国車のプレートサイズの使用も認
められている（横30cm,縦11cm）。

有り
★希望ナンバーの有無

原則として機械的に付与され
るが、希望すれば、希望する番
号とすることが可能
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標準（自家用）

：

サ イ ズ：横52ｃｍ、縦11ｃｍ又は
ズ 横
縦
横
横34cm、縦21ｃｍ
縦
色
：白
表示内容：登録市町・・・アルファベット２文字で表示
番号・・・数字の組み合わせ５文字で表示
左端青色部
左端青色部・・・国表示：青の背景にノルウェー国旗
国表示 青の背景にノルウ
国旗
白いＮ（国表示無しも選択可）
ＤＬ・・・登録市町（ＥＬ（電気自動車）及びＣＤ（外交官）を除く。）
白赤ステッカー・・・納税証明（道路税）支払い証明ステッカー
（毎年更新 貼付義務あり）
（毎年更新、貼付義務あり）
８１２９２・・・番号

その他
２００６年１１月，国表示及び使用するフォント変更

★図柄の有無

表示不可
★キャッチフレ ズ・ロゴの有無
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可
★ステッカーの可否

貼付不可
★事業用・自家用の有無

有り
★希望ナンバーの有無

機械的に付与され、番号を選
択することは不可
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標準（自家用）

サ イ ズ：横44.2ｃｍ、縦11.8ｃｍ

：

色

：白

表示内容：
国名
国名・・・フィンランドの略称を左部に表示
フ ンランドの略称を左部に表示
番号・・・数字３桁とアルファベット２～３文字の組み合わせで表示
数字・・・１００～９９９
ト
トレーラー用の特別ナンバーのアルファベットはPまたはWで開始
ラ 用 特別ナ バ
ベ トは または
開始

★図柄の有無

★事業用・自家用の有無
★事業用
自家用の有無

表示不可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可
★ステッカーの可否
★ステッカ
の可否

無し
★希望ナンバーの有無

原則として機械的に付与されるが、希望すれば、
希望する番号とすることが可能

貼付不可
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標準（自家用）

サ イ ズ：横52ｃｍ、縦11.2ｃｍ
色

：

：白

表示内容：
登録した地方自治体･･･数字２～３桁
番 号・・・数字３桁及び露語アルファベットのうち
露語 独特のものを除いたもの（１２文字）
露
の３文字の組み合わせ国（RUS）と国旗
登録した地方自治体
（７８はサンクト・ペテルブルグ市）

★図柄の有無

★事業用・自家用の有無
★事業用
自家用の有無

表示不可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

表示不可

有り
★希望ナンバーの有無

機械的に付与され、番号を選択することは不可

★ステッカーの可否
★ステッカ
の可否

貼付不可
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標準（自家用）

：

注）オ ストラリアは、各州政府（６州＋２準州
注）オーストラリアは
各州政府（６州＋２準州・特別地域）が
特別地域）が、それぞれナンバ
それぞれナンバープ
プ
レートを発行しており、その様式は各州によって大きく異なるため、今回は、首都
キャンベラのＡＣＴ（Australian Capital Territory）とシドニーのニュー・サウス・ウェー
ルズ（ＮＳＷ）州の事例について示す。
サ イ ズ：横37ｃｍ、縦1３ｃｍ
ズ 横37
縦1３
ＮＳＷでは、この他３７ｃｍ×１０．５ｃｍ、５２ｃｍ×１１ｃｍの細長タイプも存在
色
：白（ＡＣＴ・ＮＳＷ）・黄色（ＮＳＷ）
※ただし、所有者の希望により、黒、青、赤等他の色も選択可能。
表示内容：登録年・・・西暦の下２桁で表示
登録した県・・・アルファベット２文字で表示
番号・・・数字とアルファベットの組み合わせ５文字で表示

その他
表示方式（フォーマット）は、標準型として、ＡＣＴは１パターン、ＮＳＷは２パター
ン存在する。
表示内容については、特段ルールは設定されておらず、基本は既存のナンバー
プレートと重複しないように、ランダムにナンバープレートが割り当てられている
（なお、ＡＣＴの場合、最初の番号は「Ｙ」で統一されているが、これは、過去、連
邦政府が各州政府のナンバ プレ トの表記方法を統 しようとした際のなごり
邦政府が各州政府のナンバープレートの表記方法を統一しようとした際のなごり
で、結局普及せず現在に至っている模様）。
例：ＮＳＷ：ＡＡＡ‐０００～ＦＺＺ‐９９９
ＶＩＣ：ＧＡＡ‐０００～ＭＺＺ‐９９９
ＡＣＴ：ＹＡＡ‐０００～ＹＺＺ‐９９９

所有者が希望すれば、様々なタイプのナンバープレート（非標準型）の作成が可
能である（希望するナンバープレートの形式によって手数料が異なる。）。

★図柄の有無

任意で自由に表示可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無
★キャッチフレ
ズ ゴの有無

任意で自由に表示可
★ステッカーの可否

貼付不可
★事業用・自家用の有無
★事業用
自家用の有無

有り
★希望ナンバーの有無

自由に番号を選択することが
可能
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標準（自家用）
サ イ ズ：横30ｃｍ、縦11.34ｃｍ
色

：黒

表示内容：アルファベット３文字 ＋ 数字３桁
※ アルファベット３文字（２００１年以前２文字）は、登録台数
アルファベット３文字（２００１年以前２文字）は 登録台数
に従い降順で変化していくルールになっているため、調べ
ると登録年を推測できる。

：

Ｃ●Ｋ・・・登録年（ＢＳＴ～ＣＫＹは２００４年に相当）
３００・・・番号

（注）ナンバープレートの番号は個人情報に準じており，ネット上で容易車種等を特定できることから、当該画像では一部加工している。

★図柄の有無

★事業用・自家用の有無

任意で自由に表示可
★キャッチフレーズ・ロゴの有無

任意で自由に表示可

無し
★希望ナンバーの有無

機械的に付与され、番号を選択することは不可

★ステッカーの可否

貼付不可
‐23‐

この部分は、外交ナンバーにだけ付い
この部分は
外交ナンバ にだけ付い
ている。
（アルファベットは、
Diplomatic Comunicationの頭文字）

サウジで登録されたことを示す部分。マークと文字は全車共通
サウジで登録されたことを示す部分
マークと文字は全車共通
色は4種類あり、緑（外交）・黄（乗客輸送：タクシー等）・青（貨物輸送：トラック等）・
白（その他乗用車）
なお、プレートに色が付いているのはこの部分だけで、それ以外の部分は全車共
通で白

取付部
取付部
サイズ
縦１５．５ｃｍ
横３１．０ｃｍ
車の所有者の登録番号
番号は右枠の属性毎に独立して付けられるため、同じ
番号のプレートが複数存在（その場合は、右枠の属性
が異なる。）

車の所有者の属性を示す。
右の文字が立場（一般、外交官、軍人、王族等）、真ん中と左の二文字
は国籍。上の枠はアラビア語の文字で、それをアルファベットにしたもの
が下の枠
このナンバーでは、Ｄが外交官、ＶＢが日本人であることを示す。
ナ バ
は が外交官
が 本人 ある とを す
（※サウジでは，様々な国の外国人労働者が数多く生活しているため、
国籍をナンバープレートに記載するようにしている。）
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