
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 コンピュータシステムに 、個人の履歴
を証明するシステムにおいて、
　 接続され、該 より 履歴を収集・記録する履歴収
集手段と、
　

　資格・級の難易度 受験者数などのマーケット支持 うち、少なくとも１つ
から

資格・検定の格付を
被証明者の総合能力を格付けるための資格・検定の格

付をする 資格・検定の格付手段と、
　履歴のもとである団体 と接続され、

個人の履歴が正しいか
否か履歴のもとである団体に履歴の照会・確認をする履歴確認手段と、
　前記履歴収集手段および資格・検定の格付手段によって収集・記録された 履
歴データの中から 履歴を抽出し、表示する履歴抽出手段と、
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広域コンピュータネットワークを介して、 よって

被証明者端末と 被証明者端末 送信された

被証明者端末より入手した、個人の特定データ、学歴データ、ボランティア活動履歴デ
ータ、職歴データ、特技データのうち１つあるいは複数の履歴データ情報並びに資格・級
の取得日を含む資格・検定データ及び被証明者の格付点数を格納する、記憶手段と、

並びに 率の およ
び資格・級の取得日からの経過年数 、各資格・検定についてそれぞれ点数を付与して

する手段と、被証明者個人のトータルの到達点数を演算して算出し、
記憶手段に記録する手段とを有し、

、
端末 前記団体端末に対し、それぞれの照会あるいは

認定をする認定照会画面を表示させる制御を行って、前記団体端末に対し履歴の認定照会
の依頼の送信をするとともに、その結果の入力を促すことにより、

記憶手段の
、



　記録され管理されている履歴データの中から抽出された履歴を個人の履歴として証明す
る証明手段と
　

　認証履歴証明システム。
【請求項２】
　

　

　

　認証履歴証明システム。
【請求項３】
　証明する履歴には、学歴、学習した資格・検定、ボランティア活動歴、技能を含む、請
求項１または請求項２に記載の認証履歴証明システム。
【請求項４】
　前記履歴収集手段は、収集し記録された履歴を更新する履歴更新手段を含む、請求項１
ないし請求項３のいずれかに記載の認証履歴証明システム。
【請求項５】
　前記履歴確認手段は、学歴、資格・検定及びボランティア活動歴のもとである団体にそ
の履歴の正当性について照会し、個人の履歴について照会した結果得られたデータを収集
・記録された履歴に関するデータに確認済を記録する、請求項１ないし請求項４のいずれ
かに記載の認証履歴証明システム。
【請求項６】
　前記履歴確認手段は、学歴、資格・検定及びボランティア活動歴のもとである団体にそ
の履歴の正当性について照会し、個人の履歴について照会した結果得られたデータを収集
・記録された履歴に関するデータに未確認を記録する、請求項１ないし請求項４のいずれ
かに記載の認証履歴証明システム。
【請求項７】
　前記証明書には、パスポート型証明書、卒業証明書、合格証明書、活動認定書、格付書
のいずれかを含む、請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の認証履歴証明システム。
【請求項８】
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、
前記履歴収集手段、前記記憶手段、前記格付手段、前記履歴確認手段、前記履歴抽出手

段、前記証明手段を制御する制御手段とを含む、

広域コンピュータネットワークを介して、コンピュータシステムによって、個人の履歴
を証明するシステムにおいて、
　被証明者端末と接続され、該被証明者端末より送信された履歴を収集・記録する履歴収
集手段と、

被証明者端末より入手した、個人の特定データ、学歴データ、ボランティア活動履歴デ
ータ、職歴データ、特技データのうち１つあるいは複数の履歴データ情報並びに資格・級
の取得日を含む資格・検定データ及び被証明者の格付点数を格納する、記憶手段と、
　資格・級の難易度並びに受験者数などのマーケット支持率のうち、少なくとも１つおよ
び資格・級の取得日からの経過年数から、各資格・検定についてそれぞれ点数を付与して
資格・検定の格付をする手段と、被証明者個人のトータルの到達点数を演算して算出し、
記憶手段に記録する手段とを有し、被証明者の総合能力を格付けるための資格・検定の格
付をするとともに、被証明者の総合能力を格付けるためのボランティア活動履歴を演算し
、記憶手段に記録する、格付手段と、
　履歴のもとである団体端末と接続され、前記団体端末に対し、それぞれの照会あるいは
認定をする認定照会画面を表示させる制御を行って、前記団体端末に対し履歴の認定照会
の依頼の送信をするとともに、その結果の入力を促すことにより、個人の履歴が正しいか
否か履歴のもとである団体に履歴の照会・確認をする履歴確認手段と、
　前記履歴収集手段および資格・検定の格付手段によって収集・記録された記憶手段の履
歴データの中から、履歴を抽出し、表示する履歴抽出手段と、
　記録され管理されている履歴データの中から抽出された履歴を個人の履歴として証明す
る証明手段と、

前記履歴収集手段、前記記憶手段、前記格付手段、前記履歴確認手段、前記履歴抽出手
段、前記証明手段を制御する制御手段とを含む、



　 コンピュータシステムに 、個人の履歴
を証明する方法であって、
　 と接続 、該 より 履歴を収集・記録する履歴収
集ステップ（１）と、
　

　資格・級の難易度 受験者数などのマーケット支持 うち、少なくとも１つ
から、

資格・検定の格付を
被証明者の総合能力を格付けるための資格・検定の格

付をする 資格・検定の格付ステップ（ ）と、
　履歴のもとである団体 と接続され、

個人の履歴が正しいか
否か履歴のもとである団体に履歴の照会・確認をする履歴確認ステップ（ ）と、
　前記履歴収集ステップ（１）および資格・検定の格付ステップ（ ）によって収集・記
録された 履歴データの中から 履歴を抽出し、表示する履歴抽出ステップ（
）と、
　記録され管理されている履歴データの中から抽出された履歴を個人の履歴として証明す
る証明ステップ（ ）と
　

　認証履歴証明方法。
【請求項９】
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広域コンピュータネットワークを介して、 よって

被証明者端末 され 被証明者端末 送信された

被証明者端末より入手した、個人の特定データ、学歴データ、ボランティア活動履歴デ
ータ、職歴データ、特技データのうち１つあるいは複数の履歴データ情報並びに資格・級
の取得日を含む資格・検定データ及び被証明者の格付点数を格納する、記憶ステップ（２
）と、

並びに 率の およ
び資格・級の取得日からの経過年数 各資格・検定についてそれぞれ点数を付与して

する手段と、被証明者個人のトータルの到達点数を演算して算出し、
記憶手段に記録する手段とを有し、

、 ３
端末 前記団体端末に対し、それぞれの照会あるいは

認定をする認定照会画面を表示させる制御を行って、前記団体端末に対し履歴の認定照会
の依頼の送信をするとともに、その結果の入力を促すことにより、

４
３

記憶手段の 、 ５

６ 、
前記履歴収集手段、前記記憶手段、前記格付手段、前記履歴確認手段、前記履歴抽出手

段、前記証明手段を、制御手段により制御する制御ステップ（７）とを含む、

広域コンピュータネットワークを介して、コンピュータシステムによって、個人の履歴
を証明する方法であって、
　被証明者端末と接続され、該被証明者端末より送信された履歴を収集・記録する履歴収
集ステップ（１）と、

被証明者端末より入手した、個人の特定データ、学歴データ、ボランティア活動履歴デ
ータ、職歴データ、特技データのうち１つあるいは複数の履歴データ情報並びに資格・級
の取得日を含む資格・検定データ及び被証明者の格付点数を格納する、記憶ステップ（２
）と、
　資格・級の難易度並びに受験者数などのマーケット支持率のうち、少なくとも１つおよ
び資格・級の取得日からの経過年数から、各資格・検定についてそれぞれ点数を付与して
資格・検定の格付をする手段と、被証明者個人のトータルの到達点数を演算して算出し、
記憶手段に記録する手段とを有し、被証明者の総合能力を格付けるための資格・検定の格
付をするとともに、被証明者の総合能力を格付けるためのボランティア活動履歴を演算し
、記憶する、格付ステップ（３）と、

履歴のもとである団体端末と接続され、前記団体端末に対し、それぞれの照会あるいは
認定をする認定照会画面を表示させる制御を行って、前記団体端末に対し履歴の認定照会
の依頼の送信をするとともに、その結果の入力を促すことにより、個人の履歴が正しいか
否か履歴のもとである団体に履歴の照会・確認をする履歴確認ステップ（４）と、
　前記履歴収集ステップ（１）および格付ステップ（３）によって収集・記録された記憶
手段の履歴データの中から、履歴を抽出し、表示する履歴抽出ステップ（５）と、
　記録され管理されている履歴データの中から抽出された履歴を個人の履歴として証明す
る証明ステップ（６）と、

前記履歴収集手段、前記記憶手段、前記格付手段、前記履歴確認手段、前記履歴抽出手
段、前記証明手段を、制御手段により制御する制御ステップ（７）とを含む、



　
【請求項１０】
　

　

　

　

【請求項１１】
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認証履歴証明方法。

広域コンピュータネットワークを介して、コンピュータシステムによって、個人の履歴
を証明する方法であって、

被証明者端末と接続し、該被証明者端末に対して履歴を収集するために履歴に関するデ
ータの送信を促す履歴収集ステップ（１）と、
　被証明者端末より入手した、個人の特定データ、学歴データ、ボランティア活動履歴デ
ータ、職歴データ、特技データのうち１つあるいは複数の履歴データ情報並びに資格・級
の取得日を含む資格・検定データ及び被証明者の格付点数を格納する、記憶ステップ（２
）と、
　資格・級の難易度並びに受験者数などのマーケット支持率のうち、少なくとも１つおよ
び資格・級の取得日からの経過年数から、各資格・検定についてそれぞれ点数を付与して
資格・検定の格付をする手段と、被証明者個人のトータルの到達点数を演算して算出し、
記憶手段に記録する手段とを有し、被証明者の総合能力を格付けるための資格・検定の格
付をする、資格・検定の格付ステップ（３）と、

履歴のもとである団体端末と接続され、前記団体端末に対し、それぞれの照会あるいは
認定をする認定照会画面を表示させる制御を行って、前記団体端末に対し履歴の認定照会
の依頼の送信をするとともに、その結果の入力を促すことにより、個人の履歴が正しいか
否か履歴のもとである団体に履歴の照会・確認をする履歴確認ステップ（４）と、
　前記履歴収集ステップ（１）および資格・検定の格付ステップ（３）によって収集・記
録された記憶手段の履歴データの中から、履歴を抽出し、表示する履歴抽出ステップ（５
）と、
　記録され管理されている履歴データの中から抽出された履歴を個人の履歴として証明す
る証明ステップ（６）と、

前記履歴収集手段、前記記憶手段、前記格付手段、前記履歴確認手段、前記履歴抽出手
段、前記証明手段を、制御手段により制御する制御ステップ（７）とを含む、認証履歴証
明方法。

広域コンピュータネットワークを介して、コンピュータシステムによって、個人の履歴
を証明する方法であって、

被証明者端末と接続し、該被証明者端末に対して履歴を収集するために履歴に関するデ
ータの送信を促す履歴収集ステップ（１）と、
　被証明者端末より入手した、個人の特定データ、学歴データ、ボランティア活動履歴デ
ータ、職歴データ、特技データのうち１つあるいは複数の履歴データ情報並びに資格・級
の取得日を含む資格・検定データ及び被証明者の格付点数を格納する、記憶ステップ（２
）と、
　資格・級の難易度並びに受験者数などのマーケット支持率のうち、少なくとも１つおよ
び資格・級の取得日からの経過年数から、各資格・検定についてそれぞれ点数を付与して
資格・検定の格付をする手段と、被証明者個人のトータルの到達点数を演算して算出し、
記憶手段に記録する手段とを有し、被証明者の総合能力を格付けるための資格・検定の格
付をするとともに、被証明者の総合能力を格付けるためのボランティア活動履歴を演算し
、記憶する、格付ステップ（３）と、

履歴のもとである団体端末と接続され、前記団体端末に対し、それぞれの照会あるいは
認定をする認定照会画面を表示させる制御を行って、前記団体端末に対し履歴の認定照会
の依頼の送信をするとともに、その結果の入力を促すことにより、個人の履歴が正しいか
否か履歴のもとである団体に履歴の照会・確認をする履歴確認ステップ（４）と、
　前記履歴収集ステップ（１）および格付ステップ（３）によって収集・記録された記憶
手段の履歴データの中から、履歴を抽出し、表示する履歴抽出ステップ（５）と、
　記録され管理されている履歴データの中から抽出された履歴を個人の履歴として証明す
る証明ステップ（６）と、



　

【請求項１２】

【請求項１３】

【請求項１４】
　前記履歴確認ステップは、学歴、資格・検定及びボランティア活動歴のもとである団体
にその履歴の正当性について照会し、個人の履歴について照会した結果得られたデータを
収集・記録された履歴に関するデータ 確認を記録する、請求項８ないし
請求項１３のいずれかに記載の認証履歴証明方法。
【請求項１５】
　前記証明書には、パスポート型証明書、卒業証明書、合格証明書、活動認定書、格付書
のいずれかを含む、請求項８ないし請求項１４のいずれかに記載の認証履歴証明方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、個人が用いる履歴の証明をするシステム及びその方法に関し、特に、例えば
、進学・就職その他社会活動を行うときに必要な生涯の学習・活動・技能等の履歴を証明
する証明書発行システム及びその方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、個人がその能力を高める手段として、資格を取得する者が多くなってきているが、
社会で役立つ資格には数多くあり、それらを個人が証明するには、各資格を認定した団体
より証明書を受け、その資格を有することを証明しなければならず、まとまって証明する
ものがないため、極めて煩雑で不明瞭となっている。
また、特に、生涯学習をしていくようになってきた現代においては、その生涯においてど
のようなものを学習してきたのかを証明するパスポートが発行されることが望まれている
。
また、ボランティア活動を行う者が増えているが、各種ボランティア活動実施団体におい
て、ボランティアをした者がその活動時間を認定してもらい、将来、ボランティアをした
活動時間に対応する事項が享受できるための時間を認定してもらうことを希望する者が増
えている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
それゆえに、この発明の主たる目的は、個人の履歴の照会を受けたりあるいは履歴の証明
を一括して行うシステム及びその方法を提供することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　この発明の請求項１の発明は、 コンピュータ
システムに 、個人の履歴を証明するシステムにおいて、 接続され、
該 より 履歴を収集・記録する履歴収集手段と、

資格・級の難易度
受験者数などのマーケット支持 うち、少なくとも１つ

から 資格・検定の格付を
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前記履歴収集手段、前記記憶手段、前記格付手段、前記履歴確認手段、前記履歴抽出手
段、前記証明手段を、制御手段により制御する制御ステップ（７）とを含む、認証履歴証
明方法。

　証明する履歴には、学歴、学習した資格・検定、ボランティア活動歴、技能を含む、請
求項８ないし請求項１ 1のいずれかに記載の認証履歴証明方法。

　前記履歴収集ステップは、収集し記録された履歴を更新する履歴更新ステップを含む、
請求項８ないし請求項１２のいずれかに記載の認証履歴証明方法。

に確認済または未

広域コンピュータネットワークを介して、
よって 被証明者端末と

被証明者端末 送信された 被証明者端末より
入手した、個人の特定データ、学歴データ、ボランティア活動履歴データ、職歴データ、
特技データのうち１つあるいは複数の履歴データ情報並びに資格・級の取得日を含む資格
・検定データ及び被証明者の格付点数を格納する、記憶手段と、 並びに

率の および資格・級の取得日からの
経過年数 、各資格・検定についてそれぞれ点数を付与して する手



被証明者の総合能力を格付けるための資格・検定の格付をする 資格・検定の格
付手段と、履歴のもとである団体 と接続され、

個人の履歴が
正しいか否か履歴のもとである団体に履歴の照会・確認をする履歴確認手段と、前記履歴
収集手段および資格・検定の格付手段によって収集・記録された 履歴データの
中から 履歴を抽出し、表示する履歴抽出手段と、記録され管理されている履歴データの
中から抽出された履歴を個人の履歴として証明する証明手段と

認証履歴証明システムである。
　この発明の請求項２の発明は、

認証履歴証明システムである。
　この発明の請求項３の発明は、証明する履歴には、学歴、学習した資格・検定、ボラン
ティア活動歴、技能を含む、請求項１または請求項２に記載の認証履歴証明システムであ
る。
　この発明の請求項４の発明は、前記履歴収集手段は、収集し記録された履歴を更新する
履歴更新手段を含む、請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の認証履歴証明システム
である。
　この発明の請求項５の発明は、前記履歴確認手段は、学歴、資格・検定及びボランティ
ア活動歴のもとである団体にその履歴の正当性について照会し、個人の履歴について照会
した結果得られたデータを収集・記録された履歴に関するデータに確認済を記録する、請
求項１ないし請求項４のいずれかに記載の認証履歴証明システムである。
　この発明の請求項６の発明は、前記履歴確認手段は、学歴、資格・検定及びボランティ
ア活動歴のもとである団体にその履歴の正当性について照会し、個人の履歴について照会
した結果得られたデータを収集・記録された履歴に関するデータに未確認を記録する、請
求項１ないし請求項４のいずれかに記載の認証履歴証明システムである。
　この発明の請求項７の発明は、前記証明書には、パスポート型証明書、卒業証明書、合
格証明書、活動認定書、格付書のいずれかを含む、請求項１ないし請求項６のいずれかに
記載の認証履歴証明システムである。
　この発明の請求項８の発明は、 コンピュータ
システムに 、個人の履歴を証明する方法であって、 と接続 、該
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段と、被証明者個人のトータルの到達点数を演算して算出し、記憶手段に記録する手段と
を有し、 、

端末 前記団体端末に対し、それぞれの照会
あるいは認定をする認定照会画面を表示させる制御を行って、前記団体端末に対し履歴の
認定照会の依頼の送信をするとともに、その結果の入力を促すことにより、

記憶手段の
、

、前記履歴収集手段、前記
記憶手段、前記格付手段、前記履歴確認手段、前記履歴抽出手段、前記証明手段を制御す
る制御手段とを含む、

広域コンピュータネットワークを介して、コンピュータ
システムによって、個人の履歴を証明するシステムにおいて、被証明者端末と接続され、
該被証明者端末より送信された履歴を収集・記録する履歴収集手段と、被証明者端末より
入手した、個人の特定データ、学歴データ、ボランティア活動履歴データ、職歴データ、
特技データのうち１つあるいは複数の履歴データ情報並びに資格・級の取得日を含む資格
・検定データ及び被証明者の格付点数を格納する、記憶手段と、資格・級の難易度並びに
受験者数などのマーケット支持率のうち、少なくとも１つおよび資格・級の取得日からの
経過年数から、各資格・検定についてそれぞれ点数を付与して資格・検定の格付をする手
段と、被証明者個人のトータルの到達点数を演算して算出し、記憶手段に記録する手段と
を有し、被証明者の総合能力を格付けるための資格・検定の格付をするとともに、被証明
者の総合能力を格付けるためのボランティア活動履歴を演算し、記憶手段に記録する、格
付手段と、履歴のもとである団体端末と接続され、前記団体端末に対し、それぞれの照会
あるいは認定をする認定照会画面を表示させる制御を行って、前記団体端末に対し履歴の
認定照会の依頼の送信をするとともに、その結果の入力を促すことにより、個人の履歴が
正しいか否か履歴のもとである団体に履歴の照会・確認をする履歴確認手段と、前記履歴
収集手段および資格・検定の格付手段によって収集・記録された記憶手段の履歴データの
中から、履歴を抽出し、表示する履歴抽出手段と、記録され管理されている履歴データの
中から抽出された履歴を個人の履歴として証明する証明手段と、前記履歴収集手段、前記
記憶手段、前記格付手段、前記履歴確認手段、前記履歴抽出手段、前記証明手段を制御す
る制御手段とを含む、

広域コンピュータネットワークを介して、
よって 被証明者端末 され 被



より 履歴を収集・記録する履歴収集ステップ（１）と、

資格・
級の難易度 受験者数などのマーケット支持 うち、少なくとも１つ

から、 資格・検
定の格付を

被証明者の総合能力を格付けるための資格・検定の格付をする
資格・検定の格付ステップ（ ）と、履歴のもとである団体 と接続され、

個人の履歴が正しいか否か履歴のもとである団体に履歴の照会・確認をす
る履歴確認ステップ（ ）と、前記履歴収集ステップ（１）および資格・検定の格付ステ
ップ（ ）によって収集・記録された 履歴データの中から 履歴を抽出し、表
示する履歴抽出ステップ（ ）と、記録され管理されている履歴データの中から抽出され
た履歴を個人の履歴として証明する証明ステップ（ ）と

認証履歴証明方法である。
　この発明の請求項９の発明は、

である。
　この発明の請求項１０の発明は、
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証明者端末 送信された 被証明者端
末より入手した、個人の特定データ、学歴データ、ボランティア活動履歴データ、職歴デ
ータ、特技データのうち１つあるいは複数の履歴データ情報並びに資格・級の取得日を含
む資格・検定データ及び被証明者の格付点数を格納する、記憶ステップ（２）と、

並びに 率の および資格・
級の取得日からの経過年数 各資格・検定についてそれぞれ点数を付与して

する手段と、被証明者個人のトータルの到達点数を演算して算出し、記憶手段
に記録する手段とを有し、
、 ３ 端末 前記団体
端末に対し、それぞれの照会あるいは認定をする認定照会画面を表示させる制御を行って
、前記団体端末に対し履歴の認定照会の依頼の送信をするとともに、その結果の入力を促
すことにより、

４
３ 記憶手段の 、

５
６ 、前記履歴収集手段、前記記憶

手段、前記格付手段、前記履歴確認手段、前記履歴抽出手段、前記証明手段を、制御手段
により制御する制御ステップ（７）とを含む、

広域コンピュータネットワークを介して、コンピュータ
システムによって、個人の履歴を証明する方法であって、被証明者端末と接続され、該被
証明者端末より送信された履歴を収集・記録する履歴収集ステップ（１）と、被証明者端
末より入手した、個人の特定データ、学歴データ、ボランティア活動履歴データ、職歴デ
ータ、特技データのうち１つあるいは複数の履歴データ情報並びに資格・級の取得日を含
む資格・検定データ及び被証明者の格付点数を格納する、記憶ステップ（２）と、資格・
級の難易度並びに受験者数などのマーケット支持率のうち、少なくとも１つおよび資格・
級の取得日からの経過年数から、各資格・検定についてそれぞれ点数を付与して資格・検
定の格付をする手段と、被証明者個人のトータルの到達点数を演算して算出し、記憶手段
に記録する手段とを有し、被証明者の総合能力を格付けるための資格・検定の格付をする
とともに、被証明者の総合能力を格付けるためのボランティア活動履歴を演算し、記憶す
る、格付ステップ（３）と、履歴のもとである団体端末と接続され、前記団体端末に対し
、それぞれの照会あるいは認定をする認定照会画面を表示させる制御を行って、前記団体
端末に対し履歴の認定照会の依頼の送信をするとともに、その結果の入力を促すことによ
り、個人の履歴が正しいか否か履歴のもとである団体に履歴の照会・確認をする履歴確認
ステップ（４）と、前記履歴収集ステップ（１）および格付ステップ（３）によって収集
・記録された記憶手段の履歴データの中から、履歴を抽出し、表示する履歴抽出ステップ
（５）と、記録され管理されている履歴データの中から抽出された履歴を個人の履歴とし
て証明する証明ステップ（６）と、前記履歴収集手段、前記記憶手段、前記格付手段、前
記履歴確認手段、前記履歴抽出手段、前記証明手段を、制御手段により制御する制御ステ
ップ（７）とを含む、認証履歴証明方法

広域コンピュータネットワークを介して、コンピュー
タシステムによって、個人の履歴を証明する方法であって、被証明者端末と接続し、該被
証明者端末に対して履歴を収集するために履歴に関するデータの送信を促す履歴収集ステ
ップ（１）と、被証明者端末より入手した、個人の特定データ、学歴データ、ボランティ
ア活動履歴データ、職歴データ、特技データのうち１つあるいは複数の履歴データ情報並
びに資格・級の取得日を含む資格・検定データ及び被証明者の格付点数を格納する、記憶
ステップ（２）と、資格・級の難易度並びに受験者数などのマーケット支持率のうち、少
なくとも１つおよび資格・級の取得日からの経過年数から、各資格・検定についてそれぞ
れ点数を付与して資格・検定の格付をする手段と、被証明者個人のトータルの到達点数を
演算して算出し、記憶手段に記録する手段とを有し、被証明者の総合能力を格付けるため
の資格・検定の格付をする、資格・検定の格付ステップ（３）と、履歴のもとである団体



　

である。
　この発明の請求項１１の発明は、

である。
　この発明の請求項１２の発明は、

である。
　この発明の請求項１３の発明は、

である。
　この発明の請求項１４の発明は、前記履歴確認ステップは、学歴、資格・検定及びボラ
ンティア活動歴のもとである団体にその履歴の正当性について照会し、個人の履歴につい
て照会した結果得られたデータを収集・記録された履歴に関するデータ
確認を記録する、請求項８ないし請求項１３のいずれかに記載の認証履歴証明方法である
。
　この発明の請求項１５の発明は、前記証明書には、パスポート型証明書、卒業証明書、
合格証明書、活動認定書、格付書のいずれかを含む、請求項８ないし請求項１４のいずれ
かに記載の認証履歴証明方法である。
【０００５】
この発明の上述の目的，その他の目的，特徴および利点は、図面を参照して行う以下の発
明の実施の形態の詳細な説明から一層明らかとなろう。
【０００６】
【発明の実施の形態】
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端末と接続され、前記団体端末に対し、それぞれの照会あるいは認定をする認定照会画面
を表示させる制御を行って、前記団体端末に対し履歴の認定照会の依頼の送信をするとと
もに、その結果の入力を促すことにより、個人の履歴が正しいか否か履歴のもとである団
体に履歴の照会・確認をする履歴確認ステップ（４）と、前記履歴収集ステップ（１）お
よび資格・検定の格付ステップ（３）によって収集・記録された記憶手段の履歴データの
中から、履歴を抽出し、表示する履歴抽出ステップ（５）と、記録され管理されている履
歴データの中から抽出された履歴を個人の履歴として証明する証明ステップ（６）と、

前記履歴収集手段、前記記憶手段、前記格付手段、前記履歴確認手段、前記履歴抽出手
段、前記証明手段を、制御手段により制御する制御ステップ（７）とを含む、認証履歴証
明方法

広域コンピュータネットワークを介して、コンピュー
タシステムによって、個人の履歴を証明する方法であって、被証明者端末と接続し、該被
証明者端末に対して履歴を収集するために履歴に関するデータの送信を促す履歴収集ステ
ップ（１）と、被証明者端末より入手した、個人の特定データ、学歴データ、ボランティ
ア活動履歴データ、職歴データ、特技データのうち１つあるいは複数の履歴データ情報並
びに資格・級の取得日を含む資格・検定データ及び被証明者の格付点数を格納する、記憶
ステップ（２）と、資格・級の難易度並びに受験者数などのマーケット支持率のうち、少
なくとも１つおよび資格・級の取得日からの経過年数から、各資格・検定についてそれぞ
れ点数を付与して資格・検定の格付をする手段と、被証明者個人のトータルの到達点数を
演算して算出し、記憶手段に記録する手段とを有し、被証明者の総合能力を格付けるため
の資格・検定の格付をするとともに、被証明者の総合能力を格付けるためのボランティア
活動履歴を演算し、記憶する、格付ステップ（３）と、履歴のもとである団体端末と接続
され、前記団体端末に対し、それぞれの照会あるいは認定をする認定照会画面を表示させ
る制御を行って、前記団体端末に対し履歴の認定照会の依頼の送信をするとともに、その
結果の入力を促すことにより、個人の履歴が正しいか否か履歴のもとである団体に履歴の
照会・確認をする履歴確認ステップ（４）と、前記履歴収集ステップ（１）および格付ス
テップ（３）によって収集・記録された記憶手段の履歴データの中から、履歴を抽出し、
表示する履歴抽出ステップ（５）と、記録され管理されている履歴データの中から抽出さ
れた履歴を個人の履歴として証明する証明ステップ（６）と、前記履歴収集手段、前記記
憶手段、前記格付手段、前記履歴確認手段、前記履歴抽出手段、前記証明手段を、制御手
段により制御する制御ステップ（７）とを含む、認証履歴証明方法

証明する履歴には、学歴、学習した資格・検定、ボラ
ンティア活動歴、技能を含む、請求項８ないし請求項１ 1のいずれかに記載の認証履歴証
明方法

前記履歴収集ステップは、収集し記録された履歴を更
新する履歴更新ステップを含む、請求項８ないし請求項１２のいずれかに記載の認証履歴
証明方法

に確認済または未



まず、この発明の実施の形態を説明するにあたり、この発明により証明される履歴につい
て説明する。
まず、証明される被証明者の氏名、住所、生年月日、登録番号、Ｅメールアドレス等の個
人を特定するための特定項目と、以下の履歴が証明される。
学歴としては、例えば、昭和○○年○○小学校卒、昭和○○年○○中学校卒、平成○○年
○○高等学校中退、平成○○年○○大検取得、平成○○年○○大学入学、平成○○年○○
大学○○学科卒業等がある。
資格・検定としては、平成○○年第○回○○検定○○級取得、平成○○年第○回○○資格
取得等がある。なお、資格・検定については、それぞれの資格・検定について点数が付与
され、各被証明者の資格・検定に付された点数のトータル到達点数を表示することがある
。
ボランティア活動履歴としては、○○学校主催○○活動参加××時間、○○協会主催○○
活動参加××時間、○○協会主催○○活動参加××時間として、累積ボランティア時間を
表示する。
その他、職歴、特技等を表示する。
【０００７】
図１は、この発明の一実施の形態における履歴証明システムの構成例を示す図である。
図１に示すように、この履歴証明システムは、個人を特定する特定項目情報、学歴、資格
・検定、ボランティア活動履歴、職歴、特技、その他の履歴を、被証明者の要求に基づき
、個人すなわち被証明者の履歴を証明する履歴証明センタ１０を備える。
【０００８】
履歴証明センタ１０は、制御手段１２を備え、制御手段１２はＣＰＵ等から構成され、各
部の制御やデータの転送、種々の演算、データの一時的な格納等を行う。
制御手段１２は、履歴収集手段１２２、履歴確認手段１２３、履歴抽出手段１２４、履歴
証明手段１２５、格付手段１２６、給付手段１２７、受給手段１２８、履歴更新手段１２
９及びデータベース管理手段１８０を制御する。
具体的には、パーソナルコンピュータ、ワークステーション等を含む情報処理機器が用い
られる。
【０００９】
また、履歴証明センタ１０は、入力制御手段１４を備え、インターネット等を介して接続
された端末から入力されるデータを制御するように構成され、さらに出力制御手段１６を
備え、端末に出力されるデータを制御するように構成される。
【００１０】
さらに、履歴証明センタ１０は、記憶手段１８を備え、記憶手段１８には、メインプログ
ラム、例えば制御手段１２において用いられるものであり、端末の表示部に画面を表示さ
せるプログラムや、データベースから必要な情報を得るための検索用プログラム等から構
成されるプログラムが記憶されている。
【００１１】
そして、記憶手段１８には、データベース管理手段１８０によって制御され管理される個
人特定データベース１８０１、学歴データベース１８０２、資格・検定データベース１８
０３、ボランティア活動履歴データベース１８０４、職歴データベース１８０５、特技デ
ータベース１８０６が記憶・管理されている。
データベース管理手段１８０は、個人特定データベース１８０１、学歴データベース１８
０２、資格・検定データベース１８０３、ボランティア活動履歴データベース１８０４、
職歴データベース１８０５、特技データベース１８０６を管理し且つそれらデータベース
として記憶装置に格納された情報を閲覧する等の機能を有する手段である。
【００１２】
個人特定データベース１８０１は、被証明者の氏名、住所、生年月日、登録番号、Ｅメー
ルアドレス等を含む、個人を特定するための特定項目を格納し記憶するデータベースであ
る。
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学歴データベース１８０２は、例えば、昭和○○年○○小学校卒、昭和○○年○○中学校
卒、平成○○年○○高等学校中退、平成○○年○○大検取得、平成○○年○○大学入学、
平成○○年○○大学○○学科卒業等のデータを格納し記憶するデータベースである。
資格・検定データベース１８０３は、例えば、平成○○年第○回○○検定○○級取得、平
成○○年第○回○○資格取得等のデータ及びトータル到達点数を格納し記憶するデータベ
ースである。資格・検定の種類としては、通訳ガイド、トランスレーター、ほんやく検定
、実用英語技能検定、日本語教師、通訳士、ＢＥＳＴ、国連英検、商業英語検定、工業英
語能力検定、ＴＯＥＩＣ、ＴＯＥＦＬ、児童英検、実用数学技能検定、日本漢字能力検定
、パソコン検定試験、介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士、作業療法士、理学療法
士、手話通訳士、教師、保育士、医療秘書、看護婦、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練
士、情報処理技術者、サーチャー、一太郎検定、ロータス１・２・３、ＣＡＤオペレータ
、ＣＧデザイナー、ＩＳＯ国際認証士、エネルギー管理士、秘書技能検定、国際秘書検定
、簿記検定、ツアーコンダクター、消費生活アドバイザー、通関士、トレーサー、校正者
、公認会計士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士、はり師・きゅう師、
行政書士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、司法試験、
インテリアコーディネーター、管理栄養士、美容師、ソムリエ、フードコーディネーター
、カラリスト、シュー・フィッター、スキー指導員、キッチンスペシャリスト、製菓衛生
師、調理師、きものコンサルタント、フラワーデザイナー、ピアノ／エレクトーン演奏者
・指導者、トリマー、スキューバダイビング・インストラクター、ＤＩＹアドバイザー、
スポーツプログラマー、測量士（補）、危険物取扱者、指定自動車教習所指導員、大型自
動車第１種運転免許、普通自動車第２種運転免許、自動車整備士等々がある。
これらの資格・検定に対して個々に点数が付与され、トータル到達点数が演算されて格納
される。例えば、漢字検定においては、１級から初１０級まであるが、各級の難易度に応
じて点数が異なる。また、マーケット支持率（受験者数）や、取得日からの経過年数等、
様々な要素を鑑みて、点数付与の基準を定める。また、この基準は固定的なものではなく
、一定期間毎（例えば１年毎）に見直しがされる。
【００１３】
ボランティア活動履歴データベース１８０４は、○○学校主催○○活動参加××時間、○
○協会主催○○活動参加××時間、○○協会主催○○活動参加××時間等のデータ及び累
積ボランティア時間を格納し記憶するデータベースである。
【００１４】
職歴データベース１８０５は、平成○年○月　株式会社○○入社○○部配属、平成○年○
月　株式会社○○退職、平成×年×月　株式会社××入社××部配属、平成×年×月　株
式会社××退社等のようなデータを記録し、管理する。
特技データベース１８０６は、華道○○流家元、茶道××流家元、剣道○段、柔道×段、
平成○年度水泳競技会１００ｍ自由形優勝等のようなデータを記録し、管理する。
【００１５】
履歴収集手段１２２は、制御手段１２によって制御され、個人の履歴を収集・記録する手
段であり、証明する履歴には、学歴、学習した資格・検定、ボランティア活動歴が含まれ
る。
また、履歴収集手段１２２は、収集し記録された履歴を更新する履歴更新手段１２９を含
む。
【００１６】
履歴確認手段１２３は、制御手段１２によって制御され、個人の履歴が正しいか否か履歴
のもとである団体に履歴の照会・確認をする手段であり、学歴、資格・検定及びボランテ
ィア活動歴のもとである団体にその履歴の正当性について照会し、個人の履歴について照
会した結果得られたデータを収集・記録された履歴に関するデータに確認済を記録する。
あるいは、学歴、資格・検定及びボランティア活動歴のもとである団体にその履歴の正当
性について照会し、個人の履歴について照会した結果得られたデータを収集・記録された
履歴に関するデータに未確認を記録する。
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【００１７】
履歴抽出手段１２４は、制御手段１２によって制御され、データベース管理手段１８０に
よって管理されている履歴に関するデータベースから履歴の証明請求のあったデータを抽
出し、表示する手段である。
【００１８】
履歴証明手段１２５は、制御手段１２によって制御され、データベース管理手段１８０に
よって記録され管理されている履歴データの中から抽出された履歴を、個人の履歴として
証明する手段であり、被証明者の要求により、抽出された被証明者の履歴を証明書に記載
する手段を含み、また、被証明者の要求により、抽出された被証明者の履歴情報を被証明
者に送信する手段を含む。
【００１９】
格付手段１２６は、被証明者の総合能力を格付けるための資格・検定の格付けをする手段
であり、各資格・検定を点数化する。すなわち、各種ある資格・検定についてそれぞれ点
数を付与し、個人のトータル点数を演算して算出し、記録する。格付けは、資格や級の難
易度、マーケット支持率（受験者数）あるいは取得日からの経過年数等により点数化する
ことにより行う。
【００２０】
給付手段１２７は、証明のもとである団体に対し、団体からの商品・サービスの提供につ
いて特定額の給付を行い、学歴のもとである高校・大学に対し、学歴の照会費用を支払っ
たり、ボランティア活動実施団体に対し、活動費を給付する手段を含み、また、給付手段
１２７は、履歴のもとである団体に対し、履歴の照会発行手数料を支払う手段を含む。
【００２１】
受給手段１２８は、個人の履歴に関する証明をしたことに対する特定額の受給を行い、在
学・卒業証明書の請求発行手数料、在学・卒業証明書記載手数料、合格・成績証明書請求
発行手数料、合格・成績証明書記載手数料のうちいずれかの手数料を被証明者より支払い
を受ける手段を含む。
【００２２】
その他、履歴証明センタ１０は、ＷＷＷサーバ、メールサーバ等のサーバを備え、前記し
た情報処理機器が有するメモリ内にプログラムの形で格納されて実行される。
そして、履歴証明センタ１０は、広域コンピュータネットワーク（インターネット）を介
して、被証明者端末５０及び団体端末６０すなわち大学・高校・専門学校等の学校法人端
末６０１、資格・検定運営団体端末６０２、ボランティア活動団体端末６０３に接続され
る。
ＷＷＷサーバは、被証明者端末５０及び団体端末６０がアクセスするためのインターフェ
ースとして用いられるホームページを構築するＷＷＷサーバ手段を有する。
また、ＷＷＷサーバは、データベース管理手段１８０が管理するデータベースに対して登
録・閲覧要求等をする被証明者端末５０が、正規の被証明者であるかどうか、また、学校
法人、資格・検定運営団体、ボランティア活動団体であるかどうか等をパスワード・識別
子（ＩＤ）で認証する、被証明者認証手段を有する。
【００２３】
被証明者端末５０は、個人、例えば、履歴証明センタ１０に証明書の発行を申し込む際に
利用される端末であり、例えばパーソナルコンピュータにより実現される。
この被証明者端末５０は、ＷＷＷサーバと各種データのやりとりを行うＷＷＷブラウザ等
のアクセス手段を有する。この被証明者端末５０がパーソナルコンピュータである場合に
は、ＷＷＷブラウザはそのメモリに格納されるプログラムとして実現される。
【００２４】
団体端末６０、すなわち学校法人端末６０１、資格・検定運営団体端末６０２、ボランテ
ィア活動団体端末６０３等は、在学・卒業した学校、取得した資格・検定の団体、ボラン
ティア活動団体等のもとにおいて、証明を確認等する際に利用される端末であり、例えば
パーソナルコンピュータにより実現される。
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この団体端末６０は、ＷＷＷサーバと各種データのやりとりを行うＷＷＷブラウザ等のア
クセス手段を有する。この団体端末６０がパーソナルコンピュータである場合には、ＷＷ
Ｗブラウザはそのメモリに格納されるプログラムとして実現される。
【００２５】
次に、この実施の形態の動作について説明する。
まず、被証明者端末５０は、履歴証明センタ１０のサーバと接続されて通信を行い、履歴
証明センタ１０のサーバに被証明者端末５０が接続されると、制御手段１２は、この接続
を入力制御手段１４を通して検知し、メインプログラムに従って被証明者端末５０を制御
する。
まず、制御手段１２は、被証明者端末５０の表示部に対し、メインメニュー画面（図示せ
ず）を表示させ、被証明者端末５０の操作者に対し、「登録」、「検索」、「証明請求」
、「証明書請求」の中から所望する処理を選択するよう促す。このメインメニュー画面に
おいて、カーソルが表示され、所定の場所をクリックすることにより種々の操作を行える
ようになっている。
【００２６】
そして、被証明者端末５０の端末操作者は、クリック操作を行って「登録」の処理を選択
する。すると、これを検知した制御手段１２は、被証明者端末５０の表示部に対し、登録
メニュー画面を表示させるように制御する。この登録メニュー画面においては所定の操作
により「新規登録」、「既登録の更新」、「既登録の削除」等の各処理に対応するチェッ
クボタンが示され、被証明者端末５０の端末操作者は、カーソルを所定のボタン表示領域
に位置させてクリックさせた後、入力コードによりパスワードを入力する。
そして、これらの操作が完了すると、端末操作者はその旨を履歴証明センタ１０のサーバ
側に伝えるべく、カーソルをボタン表示領域に位置させてクリックする。
【００２７】
かかる操作により、制御手段１２は、重複登録を避けるために、入力された登録者ＩＤと
パスワードとが既に使用されているか否かについて既に作成した個人特定データベース１
８０１を検索することによりチェックする。
ここで、制御手段１２は、既にこれらが使用されていると判定すれば、再び登録メニュー
画面を表示させる。制御手段１２は、使用されていないと判定すれば、次のステップの処
理を行う。
【００２８】
　制御手段１２は、被証明者端末５０に対して、個人の特定データ、学歴データ、資格・
検定データ、ボランティア活動履歴データ、職歴データ、特技データのうち１つあるいは
複数の履歴データ情報の入力を促す画面を被証明者端末５０に表示させる。そして、制御
手段１２は、被証明者端末５０に対してかかる証明項目の入力を被証明者端末５０の

に対し促す。
【００２９】
次に、制御手段１２は、入力された証明項目を被証明者端末５０の表示部に表示させて、
その内容の確認を端末操作者に促す。これにより、制御手段１２の制御によって、証明項
目に誤りがなければ、制御手段１２は被証明者端末５０の表示部に対し、登録した旨の表
示を行うとともに、データベース管理手段１８０によって記憶手段１８に格納する。
記憶手段１８においては、データベース管理手段１８０によって個人特定データベース１
８０１、学歴データベース１８０２、資格・検定データベース１８０３、ボランティア活
動履歴データベース１８０４、職歴データベース１８０５および特技データベース１８０
６に振り分けられ、登録管理される。
【００３０】
次に、被証明者によって登録された履歴データの情報の正当性の確認動作について説明す
る。
被証明者より履歴照会あるいは証明書の請求があったときもしくはないときのいずれの段
階においてでもよいが、履歴証明センタ１０においては、制御手段１２は入力制御手段１

10

20

30

40

50

(12) JP 3711324 B2 2005.11.2

端末
操作者



４を通して、団体端末６０に対し、それぞれの照会あるいは認定をする認定照会画面を表
示させる制御を行って、団体端末６０において証明認定照会の依頼をするとともに、その
結果の入力を促す。
【００３１】
団体者において、例えば、学校法人端末６０１のある学校法人においては、履歴証明セン
タ１０より照会があった学歴について確認をし、履歴照会認定画面において確認をした旨
の入力を行う。
履歴証明センタ１０においては、制御手段１２は出力制御手段１６を通して、学校法人端
末６０１より照会した結果得られたデータに基づき、既にデータベース管理手段１８０に
おいて収集記録された学歴データベース１８０２に確認済を記録する。
その他の団体についても同様に、資格・検定運営団体端末６０２及びボランティア活動団
体端末６０３に、資格・検定、ボランティア活動歴について確認をし、履歴照会認定画面
において確認をした旨の入力を行う。
履歴証明センタ１０においては、制御手段１２は出力制御手段１６を通して、資格・検定
運営団体端末６０２及びボランティア活動団体端末６０３より照会した結果得られたデー
タに基づき、既にデータベース管理手段１８０において収集記録された資格・検定データ
ベース１８０３及びボランティア活動履歴データベース１８０４に確認済を記録する。
【００３２】
次に、履歴証明センタ１０において、被証明者の証明をする方法について説明する。
被証明者端末５０より履歴照会あるいは証明書請求がなされたとき、まず、被証明者端末
５０から履歴証明センタ１０に接続すると、被証明者認証画面としてのＩＤコード入力画
面を送信する。被証明者認証画面は、被証明者認証情報の入力を促す画面である。被証明
者端末５０では、被証明者認証画面を受信して表示し、被証明者認証情報を入力して、履
歴証明センタ１０へ送信する。
被証明者認証情報は、パスワード、ユーザＩＤ等の情報である。
履歴証明センタ１０では、被証明者認証情報を受信し、これを基に、制御手段１２・デー
タベース管理手段１８０により個人特定データベース１８０１を検索して認証を行う。
【００３３】
　次に、制御手段１２は、入力制御手段１４を通して、被証明者端末５０に証明書請求画
面を表示し、「証明書の請求」「履歴照会」の処理を選択すべく、証明書請求画面を表示
させる制御を行って、端末操作者に対して証明請求を促す。被証明者端末５０より「履歴
照会」あるいは「証明書の請求」があったり、また団体端末６０の確認がなされていない
とき、履歴証明センタ１０においては、入力制御手段１４を通して、団体端末６０に対し
、それぞれの照会あるいは認定をする認定照会画面を表示させる制御を行って、団体端末
６０に 証明認定照会の依頼をするとともに、その結果の入力を促す。団体端末６０に
おいては、例えば、学校法人端末６０１のある学校法人においては、履歴証明センタ１０
より照会があった履歴について確認をし、履歴照会認定画面において確認をした旨の入力
を行う。履歴証明センタ１０においては、制御手段１２は出力制御手段１６を通して、団
体端末６０より照会した結果得られたデータに基づき、既にデータベース管理手段１８０
において収集記録されたデータに確認済を記録する。
【００３４】
次に、履歴証明センタ１０においては、被証明者端末５０からの要求に従い、データベー
ス管理手段１８０によって管理されている被証明者の各履歴を抽出し、証明書（図３図示
）として表示し、送信する。証明書の形態は、ＩＣカード等でもよい。
証明書としては、在学証明、卒業証明、合格証明、活動認定、格付け等がある。
【００３５】
「履歴照会」のときは、被証明者端末５０からの要求に従い、抽出された被証明者の履歴
を単に証明書として記載するのではなく、被証明者端末５０に証明内容を送信する。
【００３６】
履歴収集手段１２２によって収集された種々の履歴の中で、資格・検定については、各種
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存在するが、履歴証明センタ１０においては、格付手段１２６が、資格・検定データベー
ス１８０３に記録されている各資格・検定について一定の点数を付与し、被証明者の資格
・検定に関するトータルの到達点数を演算し、データベース管理手段１８０を通し、資格
・検定データベース１８０３に格付点数を記録し、管理する。
また、格付手段１２６は、ボランティア活動履歴データベース１８０４に記録されたボラ
ンティア活動履歴の時間数を演算し、データベース管理手段１８０を通し、ボランティア
活動履歴データベース１８０４に累積ボランティア時間を記録し、管理する。
【００３７】
このようにして、各団体より履歴の証明等のサービスを受けた履歴証明センタ１０は、給
付手段１２７を通し、各団体に対し、特定額の給付を行う。
具体的には、バンキングシステムに対し、振込み処理を行うことにより支払いを行うこと
になる。
例えば、ボランティア活動実施団体に対しては、集金金額の一定比率を活動費として寄付
する寄付金額を給付手段１２７を通し給付し、且つボランティア活動団体端末６０３に対
し、制御手段１２によって画面を送信し、送信された画面において１ケ月分あるいは数ケ
月分のトータル金額を表示し、給付金額を知らせる。
また、大学・高校・専門学校等、教育機関等の団体に対しては、給付手段１２７を通し、
履歴の照会発行手数料を支払うとともに、学校法人端末６０１に対し、制御手段１２によ
って画面を送信し、送信された画面において１ケ月分あるいは数ケ月分の手数料合計額を
表示し、給付金額を知らせる。
また、資格・検定運営団体等の団体に対しては、給付手段１２７を通し、履歴の照会発行
手数料を支払うとともに、資格・検定運営団体端末６０２に対し、制御手段１２によって
画面を送信し、送信された画面において１ケ月分あるいは数ケ月分の手数料合計額を表示
し、給付金額を知らせる。
【００３８】
履歴証明を受けた被証明者に対しては、履歴証明センタ１０は、受給手段１２８を通し、
合格・成績証明書請求発行手数料及び証明書記載手数料の金額を被証明者端末５０に送信
する画面において表示を行うとともに、振込みを促す画面を送信する。
さらに、受給手段１２８は、被証明者から振込みされた金額を被証明者に対し請求した手
数料額と突合し、入金済あるいは未入金の処理を行う。
【００３９】
【発明の効果】
この発明によれば、個人の履歴の照会を受けたりあるいは履歴の証明を一括して行うシス
テム及びその方法を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施の形態における履歴証明システムの構成例を示す図である。
【図２】この発明の動作の概要を示す図である。
【図３】証明書の概略図である。
【符号の説明】
１０　履歴証明センタ
１２　制御手段
１２２　履歴収集手段
１２３　履歴確認手段
１２４　履歴抽出手段
１２５　履歴証明手段
１２６　格付手段
１２７　給付手段
１２８　受給手段
１２９　履歴更新手段
１４　入力制御手段
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１６　出力制御手段
１８　記憶手段
１８０　データベース管理手段
１８０１　個人特定データベース
１８０２　学歴データベース
１８０３　資格・検定データベース
１８０４　ボランティア活動履歴データベース
１８０５　職歴データベース
１８０６　特技データベース
５０　被証明者端末
６０　団体端末
６０１　学校法人端末
６０２　資格・検定運営団体端末
６０３　ボランティア活動団体端末
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【 図 ３ 】
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