
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  バーコードを使用した認証方法であっ
て、
被認証者の発信者番号を含むバーコード要求信号を被認
証者から受信するステップと、
前記被認証者がデータベースに記録されているか否かを
判定するステップと、
前記被認証者が前記データベースに記録されていたとき
に、バーコードを生成するステップと、
該バーコードを前記被認証者の発信者番号に送信すると
共に、該バーコードをバーコードデータベースに記憶さ
せるステップと、
被認証者によって提示され認証を求める認証要求者から
送信されてきたバーコードを受信するステップと、
該受信したバーコードが、前記バーコードデータベース

に記憶されているバーコードと一致するか否かを判定す
るステップと、
受信したバーコードが前記バーコードデータベースに記
憶されていたときに、当該被認証者を認証する旨の信号
を前記認証要求者に送信するステップと、
を備えている認証方法。
【請求項２】  前記発信者番号が、被認証者の携帯電話
番号であり、
前記被認証者へのバーコードの送信が、被認証者の携帯
電話に対して行われる、請求項１に記載の認証方法。
【請求項３】  前記発信者番号が、被認証者の固定電話
の電話番号であり、
前記被認証者へのバーコードの送信が、被認証者の固定
電話に対して行われる、請求項１に記載の認証方法。
【請求項４】  認証用バーコードを被認証者に付与する
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バーコード付与方法であって、
前記被認証者の発信者番号を含むバーコード要求信号
を、被認証者から受信するステップと、
前記被認証者がデータベースに記録されているか否かを
判定するステップと、
前記被認証者が前記データベースに記録されていたとき
にバーコードを生成するステップと、
該バーコードを前記被認証者に送信すると共に、該バー
コードを記憶するステップと、を備えているバーコード
付与方法。
【請求項５】  前記発信者番号が、被認証者の携帯電話
番号であり、
前記被認証者へのバーコードの送信が、被認証者の携帯
電話に対して行われる、請求項４に記載のバーコード付
与方法。
【請求項６】  通信回線を利用して被認証者に認証用バ
ーコードを付与するバーコード付与方法であって、
前記被認証者からのバーコード要求信号を受信するステ
ップと、
前記被認証者が所定のデータベースに記録されているか
否かを判定するステップと、
前記被認証者が前記データベースに記録されていたとき
にはバーコードを生成するステップと、
前記バーコードを、前記被認証者に通信回線を通じて送
ると共に、記録するステップとを有する、バーコード付
与方法。
【請求項７】  バーコードを使用した認証装置であっ
て、
被認証者の発信者番号を含むバーコード要求信号を被認
証者から受信する受信装置と、
所定の個人データが記録されたデータベースと、
前記被認証者が前記データベースに記録されているか否
かを判定し、前記被認証者が前記データベースに記録さ
れていたときにバーコードを生成するバーコード生成手
段と、
バーコード生成手段が生成したバーコードを記録するバ
ーコードデータベースと、
該バーコードを前記被認証者に送信すると共に、該バー
コードを前記バーコードデータベースに記憶させるバー
コード伝送手段と、
認証要求者から認証を求めて送信されてきたバーコード
を受信し、受信したバーコードが、前記バーコードデー
タベースに記憶されているバーコードと一致するか否か
を判定し、受信したバーコードが、前記バーコードデー
タベースに記憶されていたとき、当該被認証者を認証す
る旨の信号を前記認証要求者に送信するバーコード照合
手段と、を備えている認証装置。
【請求項８】  バーコードを使用した認証に使用される
携帯端末装置であって、
被認証者の要求に応答して生成され且つ該被認証者に伝

送されたバーコード信号に基づいて、該被認証者を認証
するためのバーコードを表示する表示装置を備えている
携帯端末装置。
【請求項９】  前記携帯端末装置が携帯電話器である、
請求項８に記載の携帯端末装置。
【請求項１０】  バーコードを使用した認証方法であっ
て、
被認証者によって提示され認証を求める認証要求者から
送信されてきたバーコードを受信するステップと、
該受信したバーコードが、被認証者からの要求に応じて
被認証者に対して送信されるとともバーコードデータベ
ースに記憶されたバーコードと一致するか否かを判定す
るステップと、
受信したバーコードが前記バーコードデータベースに記
憶されていたときに、当該被認証者を認証する旨の信号
を前記認証要求者に送信するステップと、を備えている
認証方法。
【請求項１１】  認証用バーコードを被認証者に付与す
るバーコード付与方法であって、
前記被認証者の発信者番号を含むバーコード要求信号
を、被認証者から受信するステップと、
前記被認証者がデータベースに記録されているか否かを
判定するステップと、
前記被認証者が前記データベースに記録されていたとき
にバーコードを生成するステップと、
該バーコードを前記被認証者に送信するステップと、を
備えているバーコード付与方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は認証方法に関し、よ
り詳細には、バーコード等を利用した認証方法等に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】個人の身元確認等の認証は、印鑑、付与
されたパスワード、カードに設けられたエンボスまたは
磁気テープ等を照合することによって行われていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】これに対し、本発明
は、従来とは全く異なった方式で個人の身元確認等の認
証を行うことができる認証方法等を提供することを目的
とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】本件出願によれば、バー
コードを使用した認証方法であって、被認証者の発信者
番号を含むバーコード要求信号を被認証者から受信する
ステップと、前記被認証者がデータベースに記録されて
いるか否かを判定するステップと、前記被認証者が前記
データベースに記録されていたときに、バーコードを生
成するステップと、該バーコードを前記被認証者の発信
者番号に送信すると共に、該バーコードをバーコードデ
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ータベースに記憶させるステップと、被認証者によって
提示され認証を求める認証要求者から送信されてきたバ
ーコードを受信するステップと、該受信したバーコード
が、前記バーコードデータベースに記憶されているバー
コードと一致するか否かを判定するステップと、受信し
たバーコードが前記バーコードデータベースに記憶され
ていたときに、当該被認証者を認証する旨の信号を前記
認証要求者に送信するステップと、を備えている認証方
法が提供される。
【０００５】このような構成を備えた本発明によれば、
データベースでの身元確認の後に、被認証者に付与され
たバーコードが、被認証者を特定するための識別標識と
して用いられる。
【０００６】ここで、被認証者とは、認証により自らの
身元、信用度等を明らかにすることを欲するものを指
し、例えば、買い物をする顧客、クレジットカード使用
者等である。又、認証要求者とは、被認証者の身元、信
用度などの確認を欲するものを指し、例えば、店舗、ク
レジットカード会社、銀行等がある。又、本件出願にお
いて「バーコード」とは、図２に示さているような横方
向に並べられた複数の縦線によるパターンである一般的
なバーコードに限定されるものではなく、光学的に読み
取り判別可能な他の識別標識をも含むものである。
【０００７】又、本発明の好ましい態様によれば、前記
発信者番号が、被認証者の携帯電話番号であり、前記被
認証者へのバーコードの送信が、被認証者の携帯電話に
対して行われる。
【０００８】又、本件出願によれば、認証用バーコード
を被認証者に付与するバーコード付与方法であって、前
記被認証者の発信者番号を含むバーコード要求信号を、
被認証者から受信するステップと、前記被認証者がデー
タベースに記録されているか否かを判定するステップ
と、前記被認証者が前記データベースに記録されていた
ときにバーコードを生成するステップと、該バーコード
を前記被認証者に送信すると共に、該バーコードを記憶
するステップと、を備えているバーコード付与方法が提
供される。
【０００９】本発明の好ましい態様によれば、前記発信
者番号が、被認証者の携帯電話番号であり、前記被認証
者へのバーコードの送信が、被認証者の携帯電話に対し
て行われる。
【００１０】又、本件出願によれば、通信回線を利用し
て被認証者に認証用バーコードを付与するバーコード付
与方法であって、前記被認証者からのバーコード要求信
号を受信するステップと、前記被認証者が所定のデータ
ベースに記録されているか否かを判定するステップと、
前記被認証者が前記データベースに記録されていたとき
にはバーコードを生成するステップと、前記バーコード
を、前記被認証者に通信回線を通じて送ると共に、記録
するステップとを有する、バーコード付与方法が提供さ

れる。
【００１１】さらに、本件出願によれば、バーコードを
使用した認証装置であって、被認証者の発信者番号を含
むバーコード要求信号を被認証者から受信する受信装置
と、所定の個人データが記録されたデータベースと、前
記被認証者が前記データベースに記録されているか否か
を判定し、前記被認証者が前記データベースに記録され
ていたときにバーコードを生成するバーコード生成手段
と、バーコード生成手段が生成したバーコードを記録す
るバーコードデータベースと、該バーコードを前記被認
証者に送信すると共に、該バーコードを前記バーコード
データベースに記憶させるバーコード伝送手段と、認証
要求者から認証を求めて送信されてきたバーコードを受
信し、受信したバーコードが、前記バーコードデータベ
ースに記憶されているバーコードと一致するか否かを判
定し、受信したバーコードが、前記バーコードデータベ
ースに記憶されていたとき、当該被認証者を認証する旨
の信号を前記認証要求者に送信するバーコード照合手段
と、を備えている認証装置が提供される。
【００１２】又、本件出願によれば、バーコードを使用
した認証に使用される携帯端末装置であって、被認証者
の要求に応答して生成され且つ該被認証者に伝送された
バーコード信号に基づいて、該被認証者を認証するため
のバーコードを表示する表示装置を備えている携帯端末
装置が提供される。
【００１３】本発明の好ましい態様によれば、前記携帯
端末装置が携帯電話器である。
【００１４】
【発明の実施の形態】次に、図面に沿って本発明の好ま
しい実施形態を詳細に説明する。
【００１５】図１は、本発明の実施形態である認証装置
１００を備えている認証システムを示すブロック図であ
り、図２は、バーコードの表示例を示す図面であり、図
３は、この認証装置１００が識別標識となるバーコード
を付与する際の処理動作を示すフローチャートであり、
図４は、この認証装置１００がバーコードの判定を行っ
て顧客の認証を行う際の処理動作を示すフローチャート
である。
【００１６】まず、図１に沿って、認証装置１００の構
成を説明する。認証装置１００は、顧客管理用サーバで
あり、被認証者である顧客から要求に応じてこの顧客に
認証用（身元確認用）バーコードを付与するバーコード
付与手段１１０を備えている。バーコード付与手段１１
０は、顧客データベース（ＤＢ）１１２と、バーコード
生成手段１１４と、バーコード伝送手段１１６とを備え
ている。
【００１７】顧客データベース（顧客ＤＢ）１１２に
は、登録済み顧客の氏名と、携帯電話番号とを含む顧客
情報が収容されている。また、バーコード生成手段１１
４は、バーコード送受信端末である顧客の携帯電話２０
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０の発信装置（バーコード要求手段）２０２から電話回
線（通信回線）を通してバーコード要求信号を受け、こ
のバーコード要求信号に含まれる当該顧客の発信者番
号、即ち、携帯電話番号に基づいて顧客データベース１
１２を検索し、当該発信者番号を発見した場合にはバー
コード、詳細には、バーコードに対応する信号（バーコ
ード信号）を生成するように構成されている。このバー
コードは、当該顧客が特定の店舗３００で使用するため
のものであり、顧客および店舗に対して一意的に生成さ
れる。即ち、バーコードは、当該顧客が、特定の店舗で
しか使用できない固有のバーコードとなる。
【００１８】さらに、バーコード伝送手段１１６は、バ
ーコード生成手段１１４が生成したバーコード、詳細に
は、バーコード信号を顧客およびバーコードデータベー
ス１２２に伝送するように構成されている。この顧客へ
のバーコードの伝送は、通信回線を介して、顧客の携帯
電話２００の受信装置（バーコード受信手段）２０４に
バーコード、詳細には、バーコード信号を伝送すること
によって行われる。バーコード信号は、例えば、ＧＩＦ
形式、ＪＰＥＧ形式に圧縮した画像フォーマットとして
伝送されるのが好ましい。
【００１９】この実施形態では、携帯電話２００は、伝
送されたバーコード信号を記憶し、これに対応したバー
コード４００を、その場であるいはその後の呼び出しに
応じて、液晶表示画面などの表示部２０６に表示できる
ように構成されている（図２）。携帯電話の所有者であ
る顧客は、この認証システムの加盟者（店舗等）で買い
物等を行う際、付与されたバーコード４００を携帯電話
の表示部２０６に表示させ、このバーコード４００と自
らが所有する携帯電話の番号（発信者番号）との組み合
わせを、身元を確認させる手段（ＩＤ）として使用す
る。尚、表示部２０６には、バーコード４００に加え
て、登録の有効期限４０２や他のメッセージ４０４等を
表示させるて利便性を向上させてもよい。
【００２０】尚、バーコードデータベース１２２には、
バーコード信号と共に、当該バーコードを付与された顧
客の発信者番号（携帯電話番号）も伝送され、両者が組
み合わせて（対応付けられて）収容されるように構成さ
れている。
【００２１】認証装置１００は、さらに、顧客が買い物
等をした店舗から送られてきた顧客のバーコード、詳細
には、バーコード信号等に基づいて、当該顧客に認証を
付与する即ち顧客の身元確認を行うバーコード判定装置
１２０を備えている。
【００２２】バーコード判定装置１２０は、バーコード
データベース１２２と、バーコード照合手段１２４とを
備えている。上述したように、バーコードデータベース
１２２には、バーコード伝送手段１１６から伝送された
バーコード、詳細には、バーコード信号が、このバーコ
ードが付与された顧客の発信者番号（携帯電話番号）と

組み合わせて記憶されている。
【００２３】また、バーコード照合手段１２４は、認証
要求者である店舗３００のバーコード読取り装置３０２
で読みとられバーコード確認手段３０４から送られてき
たバーコード信号と携帯電話番号との組み合わせを、バ
ーコードデータベース１２２に記憶されているバーコー
ド信号とこのバーコードが付与された顧客の発信者番号
（携帯電話番号）と組み合わせと照合して、店舗３００
から送られてきたバーコード信号と携帯電話番号との組
み合わせが、適正であるか否かを判定するように構成さ
れている。
【００２４】詳細には、店舗３００から通信回線を介し
て送られてきたバーコード信号と携帯電話番号との組み
合わせと同一の組み合わせが、バーコードデータベース
１２２中に存在しているときには、店舗３００から送ら
れてきたバーコード信号と携帯電話番号との組み合わせ
が適正、即ち、当該店舗で買い物等をした顧客（バーコ
ード使用者）は、顧客データベース１１２に登録された
適正な使用者であると判定するように構成されている。
そして、バーコード照合手段１２４は、店舗３００のバ
ーコード確認手段３０４に、当該店舗で買い物等をした
顧客（バーコード使用者）が、適正な使用者である旨の
信号、又は、適正な使用者でない旨の信号を伝送するよ
うに構成されている。
【００２５】次に、図３に沿って、認証装置１００が認
証用のバーコードを付与する際の作動（認証付与方法）
を説明する。図３において、「Ｓ」は、認証装置１００
が実行する各処理のステップを示している。
【００２６】まず、この認証装置１００による認証用の
バーコードの付与を求める顧客が、認証装置１００に対
して通信回線を介してバーコード要求信号を発する。こ
の実施形態では、顧客が携帯電話２００から認証装置１
００に対して、電話をかけることにより、バーコード要
求信号が、認証装置１００に伝送されるように構成され
ている。顧客の携帯電話２００のバーコード要求手段
（発信装置）２０２からのバーコード要求信号には、当
該携帯電話２００の発信者番号（携帯電話番号）を示す
信号が含まれているので、認証装置１００に設けられた
バーコード付与手段１１０のバーコード生成手段１１４
が、顧客からのバーコード要求信号を受信することによ
り、発信者番号を受信することになる（Ｓ１）。
【００２７】次に、認証装置１００では、バーコード生
成手段１１４が、受信した顧客の発信者番号が顧客デー
タベース１１２内に存在しているか否かを判定する（Ｓ
２）ことによって、バーコードの付与を求める顧客が会
員登録済みの顧客であるか否かをチェックする。受信し
た顧客の発信者番号が顧客データベース１１２内に存在
していない場合には、登録済み顧客ではないので、作動
を終了する。このとき、登録済みでは無い旨の、また
は、登録を促すメッセージを顧客側に返送するように構
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成してもよい。
【００２８】受信した顧客の発信者番号が顧客データベ
ース１１２内に存在していた場合には、バーコード生成
手段１１４が、当該顧客の特定の店舗３００用のバーコ
ード信号を生成し、バーコード伝送手段１１６に出力す
る（Ｓ３）。バーコード伝送手段１１６は、バーコード
信号を、通信回線を介して、顧客の携帯電話２００の受
信装置（バーコード受信手段）２０４に伝送するととも
に、バーコード判定手段１２０のバーコードデータベー
ス１２２にも送る（Ｓ４）。このとき、バーコードデー
タベース１２２には、バーコード信号と共に、当該バー
コードを発行された顧客の発信者番号（携帯電話番号）
も伝送され、両者が組み合わせとして記録される（Ｓ
４）。
【００２９】この実施形態の認証システムでは、携帯電
話２００は、伝送されたバーコード信号を記憶し、これ
に対応したバーコード４００を、その場であるいはその
後の呼び出しに応じて、表示部２０６に表示できるよう
に構成されているので、携帯電話２００の所有者である
顧客は、この認証システムの加盟者（店舗３００等）で
買い物等を行う際、受信した（付与された）バーコード
４００を携帯電話の表示部２０６に表示させ、このバー
コード４００と自らが所有する携帯電話２００の番号
（発信者番号）とを組み合わせて、身元を確認させる手
段（ＩＤ）として使用することになる。
【００３０】次に、図４に沿って、認証装置１００が付
与されたバーコードに基づいて認証を行う際の作動（認
証方法）を説明する。図４において、「Ｓ」は、認証装
置１００が実行する各処理のステップを示している。
【００３１】この認証装置１００による認証を求める顧
客は、この認証システムの加入店３００で買い物をする
際、上述のようにして予め取得したバーコード４００
を、自らの携帯電話２００の表示部２０６に表示させ
（図３）、店舗３００側のバーコード読取装置３０２に
読取らせてバーコード確認手段３０４に入力させる。さ
らに、顧客は、当該携帯電話２００の番号（発信者番
号）を、バーコード確認手段３０４に、例えば、これに
接続されたキーボードなど（図示せず）を介して、入力
する。このようにして店舗３００側で入力されたバーコ
ード４００に対応するバーコード信号と発信者番号との
組み合わせが、認証装置１００に送られ、顧客の身元確
認、即ち、認証に使用される。
【００３２】認証装置１００のバーコード照合手段１２
４は、店舗３００のバーコード読取り装置３０２で読み
とられ、バーコード確認手段３０４から送られてきたバ
ーコード、詳細には、バーコード信号と発信者番号との
組み合わせを受信する（Ｓ１０）。このときもバーコー
ド信号は、例えば、ＧＩＦ形式、ＪＰＥＧ形式に圧縮し
た画像フォーマットとして伝送されるのが好ましいが、
他の方法で伝送されてもよい。

【００３３】バーコード照合手段１２４は、バーコード
データベース１２２に記憶されているバーコード信号と
このバーコードが付与された顧客の発信者番号（携帯電
話番号）と組み合わせを検索して、店舗３００から送ら
れてきたバーコード信号と携帯電話番号との組み合わせ
が、バーコードデータベース１２２に存在しているか否
かを判定する（Ｓ１２）。存在していない場合には、正
当な使用ではないと判断し、当該顧客は認証されていな
い旨の信号を確認手段３０４に送信する（Ｓ１４）。
又、存在している場合には、正当な使用である判断し、
当該顧客が認証されている旨の認証信号をバーコード確
認手段３０４に送信することによって、当該顧客の認証
を行う（Ｓ１６）。
【００３４】この認証システムは、例えば、買い物額に
応じてキャッシュバック等を行う会員サービスのための
顧客認証や、レンタルビデオ店の会員認証などの顧客管
理に利用できるが、認証が必要とされるの他の種々の用
途にも利用できる。
【００３５】尚、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、特許請求の範囲に記載された事項の範囲に
内で種々の変更、変形が可能である。例えば、上記認証
システムでは、認証が行われる店舗３００が１つである
場合を例に本発明を説明したが、このような店舗は複数
であってもよい。この場合には、バーコード要求信号
に、どの店舗で用いるバーコードを認証付与を要求する
かを示す信号を含めるのがよい。また、バーコード要求
信号に応答して、例えば図５に示すような、このシステ
ムで認証を受けることができる店舗の選択肢Ａ１０６、
Ｂ１０８、Ｃ４１０、Ｄ４１２、Ｅ４１４を表示する画
面を、顧客の携帯電話２００の表示部２０６に送り、顧
客に選択をさせるようにしてもよい。
【００３６】また、上記実施形態では、顧客データベー
ス１１２は、登録済みの顧客名簿であったが、認証シス
テムの利用形態によっては、電話会社の全ての加入者を
含むもの、即ち、電話帳をデータベース化したものであ
ってもよい。
【００３７】また、上記実施形態では、バーコード送受
信端末が単一の携帯電話２００である場合を例にした
が、バーコード装置受信端末が、電話回線に接続された
パソコン等であってもよい。この場合、発信者信号は、
パソコンが接続された固定電話の電話番号となる。さら
に、この態様では、認証装置からダウンロードしたバー
コード信号を、一旦、パソコンで受信し、バーコードを
表示可能な表示部を備えた携帯電話または他の携帯端末
に入力することになる。また、この態様においては、パ
ソコンからのバーコード要求信号に、顧客が所有する携
帯電話の電話番号を示す信号を含ませることにより、バ
ーコード信号を顧客の所有する携帯電話で直接ダウンロ
ードさせ、パソコンをバーコード要求手段として、携帯
電話をバーコード受信手段として使用することもでき
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る。
【００３８】また、上記実施形態は、バーコードと発信
者番号（携帯電話番号）の組み合わせで本人確認を行い
認証を行うように構成されているが、バーコード生成手
段が生成したバーコード（バーコード信号）のみに基づ
いて、または、バーコード信号とパスワード等の他の暗
号或いは信号とを組み合わせて、確認、認証を行うよう
に構成してもよい。
【００３９】さらに、顧客データベース１１２に、顧客
の信用情報も記憶させる等などしておき、バーコード照
合手段が、店舗からの確認要請に応答して、バーコード
等の照合を行う際にこの信用情報も併せて確認して店舗
側に通知するように構成してもよい。このように構成す
ると、本発明の認証システムに、例えば、クレジットカ
ードのような機能を持たせることもできる。
【００４０】さらに、上記実施形態では、店舗３００が
顧客に提示されたバーコードを認証装置１００側に照会
しているが、店舗３００側に、バーコードデータベース
と連動するデータベースを設けておく構成としてもよ
い。このような構成により、店舗３００は、バーコード
の照会を行うたびに、認証装置１００との間で信号の送
受信を行う必要がなく、自店舗内での照会が可能とな
る。
【００４１】更に、上記実施形態は、認証を求める顧客
が携帯電話にバーコード表示し、これを店舗で読取らせ
るものであるが、認証を求める顧客（被認証者）が通信
回線を使って、付与されたバーコード（バーコード信
号）等を店舗（認証要求者）側に送り、店舗がバーコー
ドとしてこれを読み取って、認証装置に対して照会を行
う構成としてもよい。このような構成は、店舗が、銀
行、クレジット会社等であり、これら銀行等で顧客が決
済や発注を行う場合に対応できる。
【００４２】又、バーコード要求信号、および、バーコ
ード信号等は、インターネットなどのネットワークを介
して、伝送されるものであってもよい。
【００４３】
【発明の効果】以上のように、本発明によれば、従来と
は全く異なった方式で個人の身元確認等の認証を行うこ
とができる認証方法等が提供される。

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態である認証装置を備えている
認証システムを示すブロック図である。
【図２】バーコードの表示例を示す図面である。
【図３】認証装置が被認証者にバーコードを付与する際
の処理動作を示すフローチャートである。
【図４】認証装置がバーコードの判定を行って被認証者
を認証する際の処理動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の他の実施形態で用いる表示部の図であ
る。
【符号の説明】
１００：認証装置
１１０：バーコード付与手段
１１２：顧客データベース（ＤＢ）
１１４：バーコード生成手段
１１６：バーコード伝送手段
１２０：バーコード判定装置
１２２：バーコードデータベース
１２４：バーコード照合手段
２００：バーコード送受信端末（携帯電話機）
【要約】
【課題】  本発明は、従来とは全く異なった方式で個人
の身元確認等の認証を行うことができる認証方法等を提
供すること。
【解決手段】  バーコードを使用した認証方法であっ
て、バーコード要求信号を被認証者から受信するステッ
プと、前記被認証者がデータベースに記録されているか
否かを判定するステップと、前記被認証者が前記データ
ベースに記録されていたときに、バーコードを生成する
ステップと、該バーコードを前記被認証者の発信者番号
に送信すると共に、該バーコードをバーコードデータベ
ースに記憶させるステップと、被認証者によって提示さ
れ認証を求める認証要求者から送信されてきたバーコー
ドを受信するステップと、該受信したバーコードが、前
記バーコードデータベースに記憶されているバーコード
と一致するか否かを判定するステップと、受信したバー
コードが前記バーコードデータベースに記憶されていた
ときに、認証信号を前記認証要求者に送信するステップ
と、を備えている認証方法。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】 【図５】
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