
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
勤務先に設置された勤務情報生成装置と、当該勤務先に勤務する勤務者が操作する勤務情
報取得装置とを有してなるシステムであって、
　上記勤務情報生成装置は、
　時間を計時する計時手段と、
　少なくとも当該勤務情報生成装置の識別情報を記憶する識別情報記憶手段と、
　上記計時手段で計時した時間データ及び上記記憶されている勤務情報生成装置の識別情
報に基づいて、時刻に応じて異なる勤務情報を 生成する勤務情報生成手段と
、
　上記勤務情報生成手段にて生成された勤務情報を出力する勤務情報出力手段と、を有し
、
　上記勤務情報取得装置は、
　上記出力された勤務情報を取得 勤務
情報取得手段と、
　上記取得した勤務情報を記憶する勤務情報記憶手段と、
　所定のデータを認識可能に出力する出力手段と、
　上記勤務情報記憶手段に記憶された勤務情報を上記出力手段に 出力させる出
力指示手段と、
　を有することを特徴とする勤務情報処理システム。
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【請求項２】
勤務先に設置された勤務情報生成装置と、勤務先に勤務する勤務者が操作する勤務情報取
得装置と、勤務者の勤務情報を収集する勤務情報収集装置とを有するシステムであって、
　上記勤務情報生成装置は、
　時間を計時する計時手段と、
　当該勤務情報生成装置の識別情報を記憶する第１の識別情報記憶手段と、
　少なくとも上記計時手段で計時している時間データ及び上記記憶されている勤務情報生
成装置の識別情報に基づいて、時刻により異なる勤務情報を 生成する勤務情
報生成手段と、
　上記勤務情報生成手段にて生成した勤務情報を出力する勤務情報出力手段と、を有し、
　上記勤務情報取得装置は、
　上記出力された勤務情報を取得する勤務情報取得手段と、
　当該勤務情報取得装置の勤務者の識別情報を記憶する第２の識別情報記憶手段と、
　取得した勤務情報及び上記第２の識別情報記憶手段に記憶されている勤務者識別情報を
出力する出力手段と、
　上記勤務情報収集装置は、
　上記勤務情報生成装置の識別情報と当該勤務情報生成装置が配置されている場所情報と
を関連付けて記憶する勤務地情報記憶手段と、
　上記勤務情報取得装置から出力された勤務情報及び勤務者識別情報を収集する収集処理
手段と、
　取得した勤務情報に含まれている勤務情報生成装置の識別情報及び時間データを抽出し
、上記勤務地情報記憶手段を参照して抽出した勤務情報生成装置の識別情報に対応する場
所情報を特定する特定手段と、
　上記取得した勤務者識別情報及び、勤務情報から抽出した時間データ及び場所情報を関
連付けて記憶する勤務状況記憶手段と、
　を有することを特徴とする勤務情報処理システム。
【請求項３】
上記勤務情報収集装置と通信を介して接続可能に構成された勤怠情報管理装置をさらに有
し、
　上記勤務情報収集装置は、上記勤務状況記憶手段に記憶されている勤務者識別情報及び
時間データ及び場所情報を上記勤怠管理装置に対して通知する手段をさらに有し、
　上記勤怠管理装置は、通知された時間データを勤務時間として、場所情報を勤務場所情
報として勤務者の勤務、退勤などの勤怠情報の処理を行う、
　請求項２記載の勤務情報処理システム。
【請求項４】
上記勤務情報出力手段は、上記勤務情報取得手段からの勤務情報読取要求に応じて上記勤
務情報生成手段で生成した勤務情報を無線で送信することにより出力応答し、
　上記勤務情報取得手段は、上記勤務情報出力手段より無線で送信された勤務情報を受信
することにより勤務情報を取得する、
　請求項 に記載の勤務情報処理システム。
【請求項５】
上記勤務情報取得手段は、取得したコード化されている勤務情報をデコードする、
　請求項 記載の勤務情報処理システム。
【請求項６】
上記収集処理手段 、取得したコード化されている勤務情報をデコードする、
　請求項 記載の勤務情報処理システム。
【請求項７】
上記勤務情報出力手段は、コード化された勤務情報を所定のディスプレイに出力し、
　上記勤務情報取得手段は、 ディスプレイに出力されたコード化された勤務情報を撮
像する、
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　請求項 のいずれかの項に記載の勤務情報処理システム。
【請求項８】

記勤務情報出力手段は、コード化された勤務情報を無線により送信して出力し、
　上記勤務情報取得手段は、無線により送信された勤務情報を受信することによりコード
化された勤務情報を取得する、
　請求項 のいずれかの項に記載の勤務情報処理システム。
【請求項９】

　
【請求項１０】

取得した勤務情報及び勤務者識別情報を
勤務情報収集装置へ出力する勤務情報取得装置及び、勤務情報

生成装置の識別情報と当該勤務情報生成装置が配置されている場所情報とを関連付けて記
憶する勤務地情報記憶手段を有し、上記勤務情報取得装置から出力された勤務情報及び勤
務者識別情報を収集し、当該勤務情報に含まれている勤務情報生成装置の識別情報及び時
間データを抽出すると共に、上記勤務地情報記憶手段を参照して抽出した勤務情報生成装
置の識別情報に対応する場所情報を特定

勤務情
報収集装置と、を有してなる勤務情報処理システムに使用される 装置であっ
て、
　時間を計時する計時手段と、
　当該勤務情報生成装置の識別情報を記憶する識別情報記憶手段と、
　少なくとも上記計時手段で計時している時間データ及び上記識別情報に基づいて、時間
により異なる勤務情報をコード化して生成する勤務情報生成手段と、
　上記勤務情報生成手段にて生成した勤務情報を 出力する
勤務情報出力手段と、
　を有することを特徴とする勤務情報生成装置。
【請求項１１】
上記勤務情報生成手段は、勤務情報をバーコード化する、
　請求項 記載の勤務情報生成装置。
【請求項１２】
上記勤務情報出力手段は、勤務情報を無線により送信する、
　請求項 記載の勤務情報生成装置。
【請求項１３】
勤務者からの勤務情報生成指示を受け付ける勤務指示受付手段を更に有し、
　上記勤務情報生成手段は、上記勤務指示受付手段が勤務者から勤務情報生成指示を受け
付けた時に、上記計時手段を参照してその際の時間データを取得して、当該時間データ及
び識別情報に基づいて勤務情報を生成する、
　請求項 の何れかの項に記載の勤務情報生成装置。
【請求項１４】
上記勤務情報出力手段は、生成された勤務情報を予め定められた所定時間だけ所定のディ
スプレイに表示出力する、
　請求項 の何れかの項に記載の勤務情報生成装置。
【請求項１５】
生成された勤務情報を記憶する記憶手段を更に有し、
　上記出力手段は、上記記憶手段に記憶されている複数の勤務情報を併せて出力する、
　請求項 の何れかの項に記載の勤務情報生成装置。
【請求項１６】
標準時間データを含む標準電波発信源から標準時刻電波を受信する手段と、
　上記受信した標準時刻電波に従い前記計時手段の計時時刻を修正する手段と、
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２～６

上

２～６

上記計時手段は、時間を計時して、計時した時刻を所定の表示手段に表示させる
請求項２～８のいずれかの項に記載の勤務情報処理システム。

勤務情報生成装置から 勤務情報記憶手段に記憶し
、これら記憶された情報を

し、上記取得した勤務者識別情報及び、勤務情報
から抽出した時間データ及び場所情報とを勤務状況記憶手段に関連付けて記憶する

勤務情報生成

上記勤務情報取得手段に対して

１０

１０

１０～１２

１０又は１１

１０～１４



　を更に有する請求項 の何れかの項に記載の勤務情報生成装置。
【請求項１７】
上記計時手段は、時間を計時して、計時した時刻を所定の表示手段に表示させる、
　請求項１０～１６のいずれかの項に記載の勤務情報処理 。
【請求項１８】
当該勤務情報生成装置の識別情報を記憶する識別情報記憶手段を有する勤務情報生成装置
と、勤務情報を記憶する勤務情報記憶手段を有する勤務情報取得装置とにより実行される
方法であって、
　上記勤務情報生成装置が、計時手段により時間を計時する処理と、
　上記勤務情報生成装置が、上記計時手段で計時した時間データ及び上記識別情報記憶手
段に記憶されている勤務情報生成装置の識別情報に基づいて、時刻に応じて異なる勤務情
報をコード化して生成する処理と、
　上記勤務情報生成装置が、生成された勤務情報を 出力す
る処理と、
　上記勤務情報取得装置が、 出力された勤務情報を取得して、
コード化されている勤務情報をデコードする処理と、
　上記勤務情報取得装置が、 勤務情報を上記勤務情報記憶手段に記憶する処理と、
　上記勤務情報取得装置が、上記勤務情報記憶手段に記憶された勤務情報を所定の出力手
段に認識可能に出力する処理と、
　を行うことを特徴とする勤務情報処理方法。
【請求項１９】

勤務情報生成装置の識別情報を記憶する第１の識別情報記憶手段を有する勤務情報生
成装置と、当該勤務情報取得装置の勤務者の識別情報を記憶する第２の識別情報記憶手段
を有する勤務情報取得装置と、勤務情報生成装置の識別情報と当該勤務情報生成装置が配
置されている場所情報とを関連付けて記憶する勤務地情報記憶手段を有する勤務情報収集
装置とにより実行される方法であって、
　上記勤務情報生成装置が、計時手段により時間を計時する処理と、
　上記勤務情報生成装置が、少なくとも上記計時手段で計時している時間データ及び上記
第１の識別情報記憶手段に記憶されている勤務情報生成装置の識別情報に基づいて、時刻
により異なる勤務情報を生成する処理と、
　上記勤務情報生成装置が、上記勤務情報生成手段にて生成した勤務情報をコード化して
出力する処理と、
　上記勤務情報取得装置が、上記出力された勤務情報を取得する処理と、
　上記勤務情報 装置が、取得した勤務情報及び上記第２の識別情報記憶手段に記憶さ
れている勤務者識別情報を出力する処理と、
　上記勤務情報収集装置が、上記勤務情報取得装置から出力された勤務情報及び勤務者識
別情報を収集する処理と、
　上記勤務情報収集装置が、取得した勤務情報に含まれている勤務情報生成装置の識別情
報及び時間データを抽出し、上記勤務地情報記憶手段を参照して抽出した勤務情報生成装
置の識別情報に対応する場所情報を特定する処理と、
　上記勤務情報収集装置が、上記取得した勤務者識別情報及び、勤務情報から抽出した時
間データ及び場所情報を関連付けて勤務状況記憶手段に記憶する処理と、
　を行うことを特徴とする勤務情報処理方法。
【請求項２０】

取得した勤務情報及び勤務者識別情報を
出力する勤務情報取得装置及び、上記勤務情報生成装置の識別

情報と当該勤務情報生成装置が配置されている場所情報とを関連付けて記憶する勤務地情
報記憶手段を有し、上記勤務情報取得装置から出力された勤務情報及び勤務者識別情報を
収集し、当該勤務情報に含まれている勤務情報生成装置の識別情報及び時間データを抽出
すると共に、上記勤務地情報記憶手段を参照して抽出した勤務情報生成装置の識別情報に
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１０～１５

装置

上記勤務情報取得装置に対して

上記勤務情報生成装置から

上記

当該

取得

勤務情報生成装置から 勤務情報記憶手段に記憶し
、これら記憶された情報を



対応する場所情報を特定
勤務情報収集装置と、

を有してなる勤務情報処理システムに使用される 装置としてコンピュータを
機能させるためのコンピュータプログラムであって、
　上記コンピュータに対して、
　時間を計時する処理と、
　少なくとも上記計時している時間データ及び、識別情報記憶手段に記憶されている識別
情報に基づいて、時間により異なる勤務情報をコード化して生成する処理と、
　上記生成した勤務情報を 出力する処理と、
　を実行させるコンピュータプログラム。
【請求項２１】
上記生成した勤務情報を出力する処理は、

、
　請求項 記載のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、勤務者の勤務状況のデータを収集するための技術であって、特に、誰がいつ
、どこで勤務したのかを特定する際に好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、通信ネットワークを介して従業者の出退時刻等の勤怠管理を行うようにした所謂
ネットワークタイムレコ－ダが利用されている。このようなネットワークタイムレコ－ダ
による従業者の出退時刻等の勤怠管理の手段として、例えば、社員証カードとカードリー
ダを備える専用端末機と管理パソコンとで構成されるシステムであって、社員が出退社時
等に、出入口に設置されたカードリーダを備える専用端末機から社員証カードに記録され
ている社員コードを読み取らせ、社員コードに対応した出退社データ、休暇データ等を入
力して専用端末機のメモリに記録し、専用端末機に記録されたデータを管理装置に送信し
て、管理装置にてそれらのデータを集計することにより社員の勤怠管理を行うようにした
ものが提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平９－１１５０２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述したネットワークタイムレコ－ダによる従業者の勤怠管理手段にお
いては、従業者の出勤や退勤といった勤務情報を取得する際に、従業者認証用の社員証カ
ードを読み込ませる必要があった。そのため、勤怠管理用のカードリーダや、ＩＤやパス
ワード等の入力動作を行うためのタッチ式パネル等を具備した専用端末機が必要となって
しまうという問題があった。
　特に、バックヤードが狭く、物を置くスペースが少ない小規模店舗等では、このような
専用端末機設置のためのスペースが確保し辛く、ネットワークタイムレコ－ダを利用した
従業者の勤怠管理を行うことが困難なものであった。
【０００５】
　また、近年、在宅介護者やコンパニオン、技術者など、派遣社員や移動社員による社外
での仕事（勤務行為）が増加しているが、端末の費用及び配置するスペースなどの点から
その勤務先にタイムレコ－ダを用意することは出来ず、これらの勤務状況を正確に掴むこ
とができなかった。
　そのため、現在では、移動勤務者や移動先の自己申告によって、労働時間とそれに対す
る報酬を計算しているが、労働時間は自己申告による場合が多いため、不正の温床となる
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し、上記取得した勤務者識別情報及び、勤務情報から抽出した時
間データ及び場所情報とを勤務状況記憶手段に関連付けて記憶する

勤務情報生成

上記勤務情報取得手段に対して

勤務情報をバーコード化して表示するか又は、
勤務情報を無線で送信するいずれかにより実行させる

２０



などの問題があった。そのため、介護保険の適用など、労働時間の管理に正確を期するこ
とが望まれていた。
【０００６】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであって、その目的とする
ところは、コストを安価としつつ、省スペース、低コストで勤務者の勤務状況を確認でき
る仕組みを提供することにある。
また、本発明は、どの勤務者が、いつ、どの場所（勤務先）で勤務したかの勤務状況を確
実に把握することができる仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の一の観点にかかる勤務情報処理システムは、勤務先
に設置された勤務情報生成装置と、当該勤務先に勤務する勤務者が操作する勤務情報取得
装置とを有してなるシステムであって、上記勤務情報生成装置は、
　時間を計時する計時手段と、少なくとも当該勤務情報生成装置の識別情報を記憶する識
別情報記憶手段と、上記計時手段で計時した時間データ及び上記記憶されている勤務情報
生成装置の識別情報に基づいて、時刻に応じて異なる勤務情報を 生成する勤
務情報生成手段と、上記勤務情報生成手段にて生成された勤務情報を出力する勤務情報出
力手段と、を有し、上記勤務情報取得装置は、上記出力された勤務情報を取得

勤務情報取得手段と、上記取得した勤務情報を記
憶する勤務情報記憶手段と、所定のデータを認識可能に出力する出力手段と、上記勤務情
報記憶手段に記憶された勤務情報を上記出力手段に 出力させる出力指示手段と
、を有することを特徴とする。
【０００８】
本発明の別の観点に係る勤務情報処理システムは、勤務先に設置された勤務情報生成装置
と、勤務先に勤務する勤務者が操作する勤務情報取得装置と、勤務者の勤務情報を収集す
る勤務情報収集装置とを有するシステムであって、上記勤務情報生成装置は、時間を計時
する計時手段と、当該勤務情報生成装置の識別情報を記憶する第１の識別情報記憶手段と
、少なくとも上記計時手段で計時している時間データ及び上記記憶されている勤務情報生
成装置の識別情報に基づいて、時刻により異なる勤務情報を 生成する勤務情
報生成手段と、上記勤務情報生成手段にて生成した勤務情報を出力する勤務情報出力手段
と、を有し、上記勤務情報取得装置は、上記出力された勤務情報を取得する勤務情報取得
手段と、当該勤務情報取得装置の勤務者の識別情報を記憶する第２の識別情報記憶手段と
、取得した勤務情報及び上記第２の識別情報記憶手段に記憶されている勤務者識別情報を
出力する出力手段と、上記勤務情報収集装置は、上記勤務情報生成装置の識別情報と当該
勤務情報生成装置が配置されている場所情報とを関連付けて記憶する勤務地情報記憶手段
と、上記勤務情報取得装置から出力された勤務情報及び勤務者識別情報を収集する収集処
理手段と、取得した勤務情報に含まれている勤務情報生成装置の識別情報及び時間データ
を抽出し、上記勤務地情報記憶手段を参照して抽出した勤務情報生成装置の識別情報に対
応する場所情報を特定する特定手段と、上記取得した勤務者識別情報及び、勤務情報から
抽出した時間データ及び場所情報を関連付けて記憶する勤務状況記憶手段とを有すること
を特徴とする。
【０００９】
　上記勤務情報収集装置と通信を介して接続可能に構成された勤怠情報管理装置をさらに
有し、上記勤務情報収集装置は、上記勤務状況記憶手段に記憶されている勤務者識別情報
及び時間データ及び場所情報を上記勤怠管理装置に対して通知する手段をさらに有し、上
記勤怠管理装置は、通知された時間データを勤務時間として、場所情報を勤務場所情報と
して勤務者の勤務、退勤などの勤怠情報の処理を行うようにしてもよい。
【００１０】
　また、上記勤務情報生成手段は、上記勤務情報取得手段からの勤務情報読取要求に応じ
て上記勤務情報生成手段で生成した勤務情報を無線で送信することにより出力応答し、　
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コード化して

して、コー
ド化されている勤務情報をデコードする

認識可能に

コード化して



上記勤務情報取得手段は、上記勤務情報出力手段より無線で送信された勤務情報を受信す
ることにより勤務情報を取得するようにしてもよい。
【００１１】

【００１２】
　また、上記勤務情報取得手段は、取得したコード化されている勤務情報をデコードする
ようにしてもよい。
【００１３】
　また、上記収集処理手段は、取得したコード化されている勤務情報をデコードするよう
にしてもよい。
【００１４】
　また、上記勤務情報出力手段は、コード化された勤務情報を所定のディスプレイに出力
し、上記勤務情報取得手段は、ディスプレイに出力されたコード化された勤務情報を撮像
してもよい。
【００１５】
　また、上記勤務情報生成手段は、勤務情報をコード化して生成し、上記勤務情報出力手
段は、コード化された勤務情報を無線により送信して出力し、上記勤務情報取得手段は、
無線により送信された勤務情報を受信することによりコード化された勤務情報を取得する
ようにしてもよい。
【００１７】
本発明の一の観点にかかる勤務情報生成装置は、 取得した勤務情報
及び勤務者識別情報を 勤務情報収集
装置へ出力する勤務情報取得装置及び、勤務情報生成装置の識別情報と当該勤務情報生成
装置が配置されている場所情報とを関連付けて記憶する勤務地情報記憶手段を有し、上記
勤務情報取得装置から出力された勤務情報及び勤務者識別情報を収集し、当該勤務情報に
含まれている勤務情報生成装置の識別情報及び時間データを抽出すると共に、上記勤務地
情報記憶手段を参照して抽出した勤務情報生成装置の識別情報に対応する場所情報を特定

勤務情報収集装置と、を有してなる勤務情報処
理システムに使用される 装置であって、時間を計時する計時手段と、当該勤
務情報生成装置の識別情報を記憶する識別情報記憶手段と、少なくとも上記計時手段で計
時している時間データ及び上記識別情報に基づいて、時間により異なる勤務情報をコード
化して生成する勤務情報生成手段と、上記勤務情報生成手段にて生成した勤務情報を

出力する勤務情報出力手段と、を有することを特徴とする。
【００１８】

【００１９】
　また、上記勤務情報生成手段は、勤務情報をバーコード化するようにしてもよい。
【００２０】
　また、上記勤務情報出力手段は、勤務情報を無線により送信するようにしてもよい。
【００２１】
　また、勤務者からの勤務情報生成指示を受け付ける勤務指示受付手段を更に有し、上記
勤務情報生成手段は、上記勤務指示受付手段が勤務者から勤務情報生成指示を受け付けた
時に、上記計時手段を参照してその際の時間データを取得して、当該時間データ及び識別
情報に基づいて勤務情報を生成してもよい。
【００２２】
　また、上記勤務情報出力手段は、生成された勤務情報を予め定められた所定時間だけ所
定のディスプレイに表示出力するようにしてもよい。
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上記計時手段は、時間を計時して、計時した時刻を所定の表示手段に表示させるようにし
てもよい。

勤務情報生成装置から
勤務情報記憶手段に記憶し、これら記憶された情報を

し、上記取得した勤務者識別情報及び、勤務情報から抽出した時間データ及び場所情報と
を勤務状況記憶手段に関連付けて記憶する

勤務情報生成

上記
勤務情報取得手段に対して

上記計時手段は、時間を計時して、計時した時刻を所定の表示手段に表示させるようにし
てもよい。



【００２３】
　また、生成された勤務情報を記憶する記憶手段を更に有し、上記出力手段は、上記記憶
手段に記憶されている複数の勤務情報を併せて出力するようにしてもよい。
【００２４】
　また、標準時間データを含む標準電波発信源から標準時刻電波を受信する手段と、上記
受信した標準時刻電波に従い前記計時手段の計時時刻を修正する手段とを更に有してもよ
い。
【００２７】
本発明の一の観点にかかる勤務情報処理方法は、当該勤務情報生成装置の識別情報を記憶
する識別情報記憶手段を有する勤務情報生成装置と、勤務情報を記憶する勤務情報記憶手
段を有する勤務情報取得装置とにより実行される方法であって、上記勤務情報生成装置が
、計時手段により時間を計時する処理と、上記勤務情報生成装置が、上記計時手段で計時
した時間データ及び上記識別情報記憶手段に記憶されている勤務情報生成装置の識別情報
に基づいて、時刻に応じて異なる勤務情報をコード化して生成する処理と、上記勤務情報
生成装置が、生成された勤務情報を 出力する処理と、上記
勤務情報取得装置が、 出力された勤務情報を取得して、コード
化されている勤務情報をデコードする処理と、上記勤務情報取得装置が、 勤務情報を
上記勤務情報記憶手段に記憶する処理と、上記勤務情報取得装置が、上記勤務情報記憶手
段に記憶された勤務情報を所定の出力手段に認識可能に出力する処理と、を行うことを特
徴とする。
【００２８】
本発明の別の観点にかかる勤務情報処理方法は、 勤務情報生成装置の識別情報を記憶
する第１の識別情報記憶手段を有する勤務情報生成装置と、当該勤務情報取得装置の勤務
者の識別情報を記憶する第２の識別情報記憶手段を有する勤務情報取得装置と、勤務情報
生成装置の識別情報と当該勤務情報生成装置が配置されている場所情報とを関連付けて記
憶する勤務地情報記憶手段を有する勤務情報収集装置とにより実行される方法であって、
上記勤務情報生成装置が、計時手段により時間を計時する処理と、上記勤務情報生成装置
が、少なくとも上記計時手段で計時している時間データ及び上記第１の識別情報記憶手段
に記憶されている勤務情報生成装置の識別情報に基づいて、時刻により異なる勤務情報を
生成する処理と、上記勤務情報生成装置が、上記勤務情報生成手段にて生成した勤務情報
をコード化して出力する処理と、上記勤務情報取得装置が、上記出力された勤務情報を取
得する処理と、上記勤務情報 装置が、取得した勤務情報及び上記第２の識別情報記憶
手段に記憶されている勤務者識別情報を出力する処理と、上記勤務情報収集装置が、上記
勤務情報取得装置から出力された勤務情報及び勤務者識別情報を収集する処理と、上記勤
務情報収集装置が、取得した勤務情報に含まれている勤務情報生成装置の識別情報及び時
間データを抽出し、上記勤務地情報記憶手段を参照して抽出した勤務情報生成装置の識別
情報に対応する場所情報を特定する処理と、上記勤務情報収集装置が、上記取得した勤務
者識別情報及び、勤務情報から抽出した時間データ及び場所情報を関連付けて勤務状況記
憶手段に記憶する処理と、を行うことを特徴とする。
【００３１】
本発明の一の観点にかかるコンピュータプログラムは、 取得した勤
務情報及び勤務者識別情報を 出力す
る勤務情報取得装置及び、上記勤務情報生成装置の識別情報と当該勤務情報生成装置が配
置されている場所情報とを関連付けて記憶する勤務地情報記憶手段を有し、上記勤務情報
取得装置から出力された勤務情報及び勤務者識別情報を収集し、当該勤務情報に含まれて
いる勤務情報生成装置の識別情報及び時間データを抽出すると共に、上記勤務地情報記憶
手段を参照して抽出した勤務情報生成装置の識別情報に対応する場所情報を特定

勤務情報収集装置と、を有してなる勤務情報処理システ
ムに使用される 装置としてコンピュータを機能させるためのコンピュータプ
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し、上記
取得した勤務者識別情報及び、勤務情報から抽出した時間データ及び場所情報とを勤務状
況記憶手段に関連付けて記憶する

勤務情報生成



ログラムであって、上記コンピュータに対して、時間を計時する処理と、少なくとも上記
計時している時間データ及び、識別情報記憶手段に記憶されている識別情報に基づいて、
時間により異なる勤務情報をコード化して生成する処理と、上記生成した勤務情報を

出力する処理とを実行させることを特徴とする。
【００３２】

もよい。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、簡単かつ安価な構成により従業者等勤務者の勤務状況を確実に、かつ
、効率良く把握することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、本発明の一実施の形態として、勤務先に設置される勤務情報生成装置と、勤務先
に勤務する勤務者が操作する勤務情報取得装置とから構成されるシステムの一例について
、図面を参照して説明する。図１は、本発明の実施の形態に係る勤務認証システムの一例
を示す概略図である。また、図２は、本実施の形態に係る勤務認証システムに用いる勤務
情報生成装置と勤務情報取得装置の機能ブロック図である。
【００３６】
　本実施の形態における勤務認証システムは、勤務情報生成装置としての液晶バーコード
表示装置（以下、「バーコード付置時計」と言う。）１０と、勤務情報取得装置としての
カメラ付携帯電話機２０Ａとから構成されている。
【００３７】
　バーコード付置時計１０は、従業員等の勤務者が勤務する勤務先に設置された端末であ
って、ＣＰＵ（ Central Processing Unit）と、ＣＰＵが実行するコンピュータプログラ
ムと、コンピュータプログラムや所定のデータを記憶することが出きるＲＡＭ、ＲＯＭな
どの内部メモリなどにより図２に示す機能ブロックを構成することができる。
　図２に示した機能ブロックは、計時部１１と、勤務情報生成部１２と、勤務情報出力部
１３と、勤務情報表示部１４と、標準時刻電波受信部１５と、計時情報修正部１６と、ロ
グ情報記憶部１７と、生成装置情報記憶部１８と、勤務情報表示指示部１９から構成され
ている。
【００３８】
　計時部１１は、時間を計時するクロック手段である。
　この計時部１１は、標準電波送信所１００より送信される標準電波を受信して計時情報
（例えば、年、月、日、時、分、秒）を修正する所謂電波時計となっている。
【００３９】
　勤務情報生成部１２は、少なくともバーコード付置時計１０の識別情報（ＩＤなど）を
含んだ勤務情報を生成する処理を行う。この勤務情報は、本実施の形態ではバーコードで
ある。バーコード付置時計１０の識別情報は、バーコード付置時計１０を個々に特定する
ために付与された固有の文字、数字などからなる情報である。したがって、バーコード付
置時計１０では、計時部１１が出力する現在時刻及び識別情報を含んだ内容を勤務情報と
してのバーコードに変換することができる。これにより、生成されるバーコード情報は、
現在時刻をキーとして毎回異なるバーコードが生成されることとなる。
　なお、勤務情報に含まれるデータとしては、これに限らず、ログ情報記憶処理部１７が
作成し、内部メモリに記憶しておいたログデータを含めて生成してもよい。
【００４０】
　ここで、勤務情報生成部１２が生成する勤務情報としてのバーコードとしては、二次元
バーコードを用いることができる。二次元バーコードとしては、ＱＲコード、ベリコード
などを用いてもよい。このバーコードの生成は、勤務情報生成部１２が、ＵＳＳ規格など
に従ってバーコードを生成することができる。
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上記
勤務情報取得手段に対して

上記生成した勤務情報を出力する処理は、勤務情報をバーコード化して表示するか又は、
勤務情報を無線で送信するいずれかにより実行させるようにして



なお、バーコードとしては、二次元バーコードに限らず一次元バーコードでもよく、一次
元バーコードとしては、ＪＡＮコード、ＥＡＮ－１２８コードなどを用いてもよい。
【００４１】
　勤務情報出力部１３は、生成された勤務情報を勤務情報表示部１４にて表示出力させる
処理を行う。また、勤務情報表示部１４は、勤務情報出力部１３より出力された勤務情報
を認識可能な画像データとして表示部に表示する処理を行う。なお、出力は必ずしも画像
に限らず、例えば、勤務情報出力部１３がスピーカー等により音声により出力するように
してもよい。
　なお、勤務情報であるバーコードの表示部として、本実施の形態では液晶を用いている
が、ＥＬ（エレクトロルミネセンス）や、その他の発光素子を用いることもできる。
【００４２】
　標準時刻電波受信部１５は、日本標準時刻を基準とする標準電波を受信する処理を行う
。また、計時情報修正部１６は、標準時刻電波受信部１５で受信された標準電波に基づき
、計時部１１の時刻情報（時刻及びカレンダ）を修正する処理を行う。
【００４３】
　ログ情報記憶処理部１７は、計時部１１により計時される計時情報が、計時情報修正部
１６によるものではなく物理的に任意に変更した場合のログ、及びバーコード付置時計１
０への通電状態が中断したログを内部メモリに記憶する処理を行う。具体的には、バーコ
ード置時計１０の裏面等に図示しない時刻修正用のボタン（或いはツマミ）などを設けて
おき、日時をログとして内部メモリに記憶することができる。また、ログ情報記憶処理部
１７が通電状態を監視し、電源コンセントから通電が遮断された日時をログとして内部メ
モリに記憶することができる。
　なお、通電が遮断した場合にもログを残すため、バーコード時計１０内に図示しないコ
ンデンサなどの蓄電部を設けておき、ログ情報記憶処理部１７及び内部メモリがログを記
憶できるように構成することができる。
【００４４】
　生成装置情報記憶部１８は、個々のバーコード付置時計１０を特定するための識別情報
を記憶できる記憶部である。この識別情報は、個々のバーコード付置時計１０に固有の情
報であって、例えば、バーコード付置時計１０の出荷時に予めＲＯＭ等の内部メモリに記
憶させて設定しておくことができる。
【００４５】
　勤務情報表示指示部１９は、勤務情報を勤務情報表示部１４にて表示させる指示を受付
ける処理を行う。すなわち、勤務情報表示指示部１９で勤務情報の表示指示を受け付ける
と、勤務情報生成部１２で生成された勤務情報を勤務情報出力部１３より出力し、勤務情
報表示部１４にて表示する。したがって、本実施形態の場合、勤務情報は常時表示部に表
示されているものではなく、たとえば、バーコード付置時計１０の表面に設けられた表示
ボタン１０ｂを押圧されることで、勤務情報表示指示部１９へ識別情報表示の指示が伝達
され、この勤務情報表示指示部１９による指示に基づき予め設定されている一定時間（例
えば、１０秒間）だけ表示されるものである。この表示ボタン１０ｂは物理的なボタンを
設けてもよいし、勤務情報表示部１４をタッチパネルとして、そこにボタンを表示して感
圧操作するようにしてもよい。
【００４６】
　これらの構成により、バーコード付置時計１０は、標準時刻電波受信部１５が標準電波
を受信し、計時情報修正部１６が受信した標準電波に基づき計時部１１の時刻情報を標準
時刻に修正し、所定の時期もしくは勤務情報表示指示部１９にて勤務情報の表示が指示さ
れると、勤務情報生成部１２が計時部１１及びログ情報記憶部１７を参照し、生成装置情
報記憶部１８に記憶されている生成装置情報を含んだ勤務情報を勤務情報出力部１３より
出力し、勤務情報表示部１４にて表示するようになっている。
【００４７】
　また、このバーコード付置時計１０は、勤務先への設置後、移動による不正を防止する
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ために勤務先に固定するとよい。また、バーコード付置時計１０は、当該装置へ給電する
ための給電コード１０ａを有する。この給電コード１０ａの先端プラグ部（図示せず）は
勤務先の電源コンセントに差し込まれている。そして、通常は電源コンセントから給電さ
れることにより動作するようになっている。
なお、本発明はこれに限らず、電池式のバーコード式置時計１０であってもよい。
【００４８】
　なお、このコンセントから給電する場合、ネットワークに接続するために用意された所
謂情報コンセントであれば、ＩＰアドレスを割り振っておくことなどによりバーコード付
置時計１０の設置場所が分かり、移動されたか否かがわかるものとなる。
　また、本発明では、ＧＰＳ（衛星測位システム）等の位置測定技術を用いて、バーコー
ド付置時計１０が移動したことがわかるようにしてもよい。また、歩数計のように移動す
ることで一緒に動く錘等を内部に設け、この錘等が動いたことをカウントすることで、バ
ーコード付時計１０が移動したことを検知し、そのログを内部メモリに記憶するようにし
てもよい。
【００４９】
　カメラ付携帯電話機２０Ａは、勤務先に勤務する従業員等の勤務者が所持し、操作する
ものであって、ＣＰＵ、コンピュータプログラム、ＲＡＭ・ＲＯＭ等の記憶部により、取
得部２１と、記憶部２２と、表示部２３の機能ブロックを構成することができる。
【００５０】
　取得部２１は、バーコード付置時計１０の勤務情報表示部１４にて表示されたバーコー
ドよりなる勤務情報を読み取る処理を行うものである。取得部２１は、例えば、画像を撮
像する撮像手段であるＣＣＤカメラと、このＣＣＤカメラにより撮像された画像のバーコ
ードをデコードするためのバーコード認識部とを有する。
【００５１】
　記憶部２２は、取得部２１にて読み取った勤務情報を記憶する記憶部である。この記憶
部２２に記憶された勤務情報は、後述する表示部２３にて自由に読み出して、表示部に表
示させることが出来る。
【００５２】
　表示部２３は、取得部２１にて読み取った勤務情報や記憶部２２に記憶された勤務情報
を表示する処理を行う。この表示部２３としては、例えば、液晶表示パネルと、この液晶
表示パネルの表示制御を行う駆動回路とから構成することができる。
【００５３】
　カメラ付携帯電話機２０Ａは、安定した画像を得るために、人物や風景を撮影すること
を目的とした通常撮像モードとは別に、認証コード表示であるバーコードのコントラスト
が強調されるように露出を調整したり、輪郭部をより強調するように補正係数を調整した
り、解像度を調整したりする、バーコード専用モードを準備し、撮影対象切替手段により
切り替えることが出来るようにすると望ましい。
【００５４】
　次に、図１及び図２に示したシステムにより実行される方法の一例を図３に基づき説明
する。図３は、本発明の実施の形態に係る勤務認証システムにおいて、勤務先の勤務情報
生成装置であるバーコード付置時計１０にて表示されたバーコードよりなる勤務情報を、
勤務先に勤務する従業員等の勤務者が所持し操作する勤務情報取得装置としてのカメラ付
携帯電話機２０Ａで取得する場合の処理の流れを示すシーケンス図である。
【００５５】
　まず、勤務者は、予めバーコード付置時計１０が設置されている勤務先に出向き、バー
コード付置時計１０の表面に設けられた表示ボタン１０ｂを押圧して勤務情報の表示を指
示する。これにより、バーコード付置時計１０は、勤務情報の表示指示を勤務情報表示指
示部１９にて受け付け、勤務情報生成部１２が、計時部１１の現在時刻、内部メモリに記
憶されているログ、生成装置情報記憶部１８に記憶されている生成装置の識別情報を含ん
だ勤務情報を生成する（１）。
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　次いで、生成された生成装置情報を含んだ勤務情報を勤務情報出力部１３より出力する
（２）。そして、出力された勤務情報を勤務情報表示部１４に表示する（３）。この際、
図面では表示部が勤務情報用と時刻用の二つに分かれているが、同じ表示部に上述した表
示ボタン１０ｂによって表示内容が変化させてもよい。
【００５６】
　なお、バーコード付置時計１０では、勤務情報の生成に先立って標準時刻電波受信部１
５にて標準電波を受信し（Ａ）、計時情報修正部１６にて受信した標準電波に基づき計時
部１１の時刻情報の修正を行う（Ｂ）ようにしてもよい。
【００５７】
　次いで、バーコード付置時計１０の表示部に勤務情報が表示されると、勤務者はカメラ
付携帯電話機２０Ａの取得部２１であるＣＣＤカメラを用いて勤務情報の表示部分を撮像
することで勤務情報を取得する（４）。
　なお、この際、バーコード付置時計１０にＬＥＤ等により表示ランプを設け、撮影可能
な時間は緑のランプが点灯し、表示の変わり目の数秒は赤ランプか間欠的に点灯にするよ
うにしてもよい。これにより、所定時間毎の勤務情報の表示の変わり目に勤務情報を正確
に読込めないなどのミスを防ぐことができる。そして、取得部２１では、バーコード認識
部にてバーコードよりなる勤務情報を認識し、読み取った勤務情報を記憶部２２にて記憶
部に一旦記憶する（５）。
【００５８】
　次いで、勤務者は、自分が決められた所定の時刻までに所定の場所に勤務していたこと
を証明するために、記憶された勤務情報をカメラ付携帯電話機２０Ａの表示部に表示させ
るよう表示部２３にて指示する（６）。そうすると、カメラ付携帯電話機２０Ａでは、記
憶部に記憶された勤務情報を読み出し、生成装置情報を含んだ勤務情報から何処に設置さ
れたバーコード付置時計１０であるのか、及び勤務情報が取得された時刻をその表示部に
表示する。
【００５９】
　そして、勤務者は、カメラ付携帯電話機２０Ａの表示部に表示された勤務場所と勤務情
報が取得された時刻情報を責任者に対して見せることにより、適切な勤務行為の認証を行
う（７）。なお、カメラ付携帯電話機２０Ａの表示部に表示される勤務情報は、カメラ付
携帯電話機２０Ａの取得部２１でデコーディングされ、文字や数字で表した勤務時間、勤
務場所（バーコード付置時計のＩＤ）などの情報が表示される。
【００６０】
　次に、上述の勤務認証システムにおける勤務情報生成装置（バーコード付置時計）１０
の詳細な動作の一例を図４を参照して説明する。
　まず、勤務情報生成装置１０側での動作は、図４に示すように、標準時刻電波受信部１
５が、標準電波送信所１００より送られる標準電波を受信する（Ｓ１１）。
　標準時刻電波受信部１５が標準時刻電波を受信すると、計時情報修正部１６は受信され
た標準電波の時刻情報に基づき計時部１１の計時情報（時刻情報）を修正する（Ｓ１２）
。
【００６１】
　次いで、勤務情報表示指示部１９では、表示ボタン１０ｂが押されたか否かを判別する
ことにより、勤務情報の表示（生成）が指示されたか否かを判別する（Ｓ１３）。なお、
この際、上記標準時刻電波の受信（Ｓ１１）及び計時情報の修正（Ｓ１２）を再度行うよ
うにしてもよい。
　また、勤務情報の表示（生成）指示は、バーコード付置時計１０の表面に設けられた表
示ボタン１０ｂを押圧操作しなくとも、所定時間毎（例えば、１秒ごと又は１分ごとなど
）に勤務情報を生成するようにしてもよい。
【００６２】
　判別の結果、勤務情報表示（生成）指示があった場合（Ｙ）は、続いて勤務情報生成部
１２は、計時部１１が計時している現在の時間、内部メモリに記憶されてるログデータ及
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び生成装置情報記憶部１８に記憶されている生成装置情報を取得して、これらのデータを
含んだ勤務情報を生成する（Ｓ１４）。
【００６３】
　一方、判別の結果、勤務情報表示（生成）指示がなかった場合（Ｎ）は、再度標準時刻
電波の受信（Ｓ１１）、計時情報の修正（Ｓ１２）、及び勤務情報の表示（生成）が指示
されたか否かの判別を繰り返す（Ｓ１３）。
【００６４】
　そして、勤務情報生成部１２で生成した勤務情報は、勤務情報表示部１４にて表示する
ように勤務情報出力部１３より出力する。これにより、バーコード付置時計１０でのログ
情報及び生成装置情報、時刻情報を含んだ一連の勤務情報の生成処理が終了（エンド）す
る。
【００６５】
　次に、カメラ付携帯電話機２０Ａの動作について図５を参照して説明する。
　まず、取得部２１が、バーコード付置時計１０より勤務情報が取得されたか否かを判別
する（Ｓ２１）。
　判別の結果、勤務情報の取得があった場合（Ｙ）は、引き続き、取得部２１は取得した
勤務情報を記憶部２２に記憶するか否かを判別する（Ｓ２２）。なお、勤務情報の取得に
より取得部２１は、取得した勤務情報としてのバーコード情報のデコーディングを行なう
。
　一方、勤務情報の取得がなかった場合（Ｎ）は、取得部２１は、既に勤務情報記憶部２
１に記憶されている勤務情報を表示部に表示させるか否かの問合せ表示を行い、表示させ
る旨の指示が入力されたか否かを判別する（Ｓ２３）。
【００６６】
　勤務情報を表示部に表示させる旨の指示があった場合（Ｙ）は、表示部２３が、記憶部
に記憶された勤務情報を読み出し、生成装置情報を含んだ勤務情報からバーコード付置時
計１０のＩＤであるのか、及び勤務情報が取得された時刻をその表示部に表示する（Ｓ２
４）。また、同時にログ情報も表示してもよい。
【００６７】
　一方、記憶した勤務情報を表示部に表示する指示がない（Ｎ）場合は、再度勤務情報が
取得されたか否かを判別する（Ｓ２１）。
　これによりカメラ付携帯電話機２０Ａでの一連の勤務情報の取得処理が終了（エンド）
する。
【００６８】
　このように、上述の実施形態によれば、バーコード付置時計１０とその設置場所情報と
を関連付けて記憶する取得装置情報記憶部３０に記憶しておき、また、カメラ付携帯電話
機２０Ｂの識別情報とその所持者情報とを関連付けて取得装置情報記憶部３９に記憶して
おくことで、バーコード付携帯電話機１０Ｂから送信された勤務情報及びカメラ付携帯電
話機２０Ｂの識別情報に基づいて、いつ（時刻）、何処（勤務先）へ行ったかということ
を証明することができる。
　また、バーコード付置時計１０であれば、通常の時計バーコード表示機能が付加された
だけに過ぎないため、専用のタイムレコーダ装置を置く場合に比べて、装置をコンパクト
化することができるし、またその価格も安くおさえることができる。
【００６９】
　また、バーコード付置時計１０であれば、電池式のものであれば勤務先の設備を用いる
必要がないし、また電源コードから給電する場合であってもその消費電力が少ないため、
コストが安く勤務先を問わず置くことが可能となる。
　また、バーコード付置時計１０とすることで、時計を設置場所に固定することも可能と
なる。
【００７０】
　また、勤務情報を時間により異なるバーコードとすることにより、その改竄が困難であ
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るため、勤務者による勤務時間の改ざんを困難とすることができる。
　また、バーコード化することにより、その読み込みも簡単かつ効率的に行うことができ
る。
　そして、これをカメラ付携帯電話機２０Ａで読込んで、デコーディングして認識可能に
出力することで、即時に勤務情報を確認することができる。
【００７１】
　また、ログデータを併せて読込むことにより、例えば、バーコード付置時計１０が盗ま
れ、設置場所以外で不正に使用された場合でも、そのログデータを見ることによりバーコ
ード付置時計１０が移動したことが分かり、不正が行なわれていることを推察することが
できる。
【００７２】
　次に、本発明の別の実施の形態として、勤務情報を収集する勤務情報収集装置を設けて
勤務状況を管理する場合の例について、図面を参照して説明する。図６は、本発明の実施
の形態に係る勤務認証システムに用いる勤務情報生成装置と勤務情報取得装置と勤務情報
収集装置をそれぞれ概略的に示すブロック図である。
【００７３】
　このシステムは、勤務情報生成装置として液晶バーコード表示装置（以下、「バーコー
ド付置時計」と言う。）１０と、勤務情報取得装置としてカメラ付携帯電話機２０Ｂと、
勤務情報収集装置（サーバ）３０とにより実現される。
　この場合、カメラ付携帯電話機２０Ｂと勤務情報収集装置（サーバ）３０とは、インタ
ーネット等の所定のネットワーク５０を介して通信可能に構成されている。なお、本実施
の形態の説明では、前述した実施の形態の共通する部分は同じ符号を付し、その説明は省
略する。
【００７４】
　図６に示すように、バーコード付置時計１０は、従業員等の勤務者が勤務する勤務先に
設置されたものであって、計時部１１と、勤務情報生成部１２と、勤務情報出力部１３と
、勤務情報表示部１４と、標準時刻電波受信部１５と、計時情報修正部１６と、ログ情報
記憶部１７と、生成装置情報記憶部１８と、勤務情報表示指示部１９とを有する。
【００７５】
　また、カメラ付携帯電話機２０Ｂは、勤務先に勤務する従業員等の勤務者が所持し、操
作するものであって、取得部２１と、記憶部２２と、表示部２３と、送信指示部２４と、
送信部２５と、取得装置情報記憶部２６とを有している。
【００７６】
　送信指示部２４は、生成した勤務情報を勤務情報収集装置（サーバ）３０へ送信するこ
とを指示する処理を行う。
　送信部２５は、送信指示部２４で送信指示がなされた勤務情報を（サーバ）３０へ送信
する処理を行う。この送信指示部２４では、バーコード付置時計１０からカメラ付携帯電
話機２０Ｂによって取得した情報に、当該カメラ付携帯電話機２０Ｂに付与された固有の
識別情報である取得装置情報を付加して送信する。
【００７７】
　また、取得した勤務情報を勤務情報収集装置（サーバ）３０へ送信する手段としては、
カメラ付携帯電話機２０Ｂによって取得した勤務情報を、送信先情報として予め当該カメ
ラ付携帯電話機２０Ｂの内部メモリに記憶している送信先の電話番号やＩＰアドレスに基
づいて送信してもよいし、Ｅ－Ｍａｉｌアドレスに基づいてメールで送信してもよいし、
ＵＲＬに基づいて所定のＷｅｂサイトにアクセスして、そこでデータを入力するなどして
送信することができる。これにより、送信先情報が予め当該カメラ付携帯電話機２０Ｂに
記憶されているものの場合は、勤務情報を自分の都合のよい時に送信したり、勤務情報を
まとめて送信したりすることが出来る。
　また、カメラ付携帯電話機２０Ｂ側で送信先情報を持たなくとも、バーコード付置時計
１０が内部メモリに送信先のＵＲＬ、ＩＰアドレス、電話番号やＥ－Ｍａｉｌアドレスを
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記憶しておき、勤務情報を生成する際にこれらの送信先情報を含めてコード化し、取得し
たカメラ付携帯電話機２０Ｂ側で送信先情報を読み取って送信するようにしてもよい。こ
れにより、カメラ付携帯電話機２０Ｂ側が勤務情報を取得した際に、取得した送信先情報
に基づいてメーラーやブラウザーなどの所定のプログラムをプラグインにより起動させ、
勤務情報を即時に送信することが出来るので、勤務情報の取得後送信忘れてしまうことが
防止できる。
【００７８】
　この送信先情報としては、このシステムを用いて勤怠管理を行う場合、ネットワークを
介して各従業者の出退時刻の管理を行なう出退管理装置のＷｅｂサイトのＵＲＬ等を特定
しておくことにより、当該勤怠管理の勤怠情報として送信することができる。
【００７９】
　取得装置情報記憶部２６は、取得装置情報を記憶することができる記憶部である。この
取得装置情報は、個々のカメラ付携帯電話機２０Ｂを識別するために付与された情報であ
って、例えば、当該カメラ付携帯電話機２０Ｂの電話番号でもよいし、また固有のシリア
ルコードでもよい。
【００８０】
　また、勤務情報収集装置（サーバ）３０は、カメラ付携帯電話機２０と通信を介して情
報の授受が可能に構成されたものであって、計時部３１と、勤務情報受付部３２と、勤務
先・勤務者特定部３３と、勤務情報記録部３４と、標準時刻電波受信部３５と、計時情報
修正部３６と、生成装置情報記憶部３７と、取得装置情報記憶部３８と、不正情報判別部
３９と、勤務情報送信部４０とを有している。
【００８１】
　計時部３１は、日時を計時する処理をおこなう。本実施の形態では、カメラ付携帯電話
機２０Ｂから送られた勤務情報の受付時間を特定する。この勤務情報の受付時間は、基本
的に勤務者の勤務先への勤務時間を特定するものではなく、勤務情報に含まれた送信先情
報をカメラ付携帯電話機２０Ｂから受付ける場合に、その勤務情報に含まれる勤務者の勤
務先への勤務時間を特定する情報が適切か否かを判断するために利用されるものである。
【００８２】
　勤務情報受付部３２は、カメラ付携帯電話機２０Ｂから送られた勤務情報を受け付ける
処理を行う。勤務情報受付部３２は、カメラ付携帯電話機２０Ｂから送られた勤務情報が
暗号化されものである場合、この情報を復号化する処理も行うことができる。したがって
、受付けた勤務情報を後述する勤務先・勤務者特定部３３等により解析することで、誰が
、どこで、いつ、勤務情報の読み取り操作を行ったか特定することができる。
【００８３】
　勤務先・勤務者特定部３３は、後述する生成装置情報記憶部３７に基づき勤務先を特定
し、同じく後述する取得装置情報記憶部３８に基づき勤務者を特定する処理を行う。具体
的には、受付けた勤務情報に含まれる生成装置情報を抽出し、この勤務情報生成装置が設
置登録されている場所、すなわち勤務先を特定し、受付けた勤務情報における取得生成装
置情報より、この勤務情報取得装置を所有登録している所有者、すなわち勤務者を特定す
る処理を行う。
【００８４】
　勤務情報記録部３４は、勤務先・勤務者特定部３３により特定された勤務先及び勤務者
の情報を勤務情報として記憶することができる記憶部である。記憶される勤務情報は、そ
の後勤務者を管理する使用者（派遣会社など）に対して開示される。また、この勤務情報
は、後述する勤務情報送信部４０によって勤怠情報管理装置６０へ送信され、所謂インタ
ーネットタイムレコ－ダによって勤務者の給与計算等を行うために利用される。
【００８５】
　標準時刻電波受信部３５は、勤務情報生成装置１０における標準時刻電波受信部１５と
同様に、日本標準時刻を基準とする標準電波を受信する処理を行う。
【００８６】
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　計時情報修正部３６は、勤務情報生成装置１０における計時情報修正部１６と同様に、
標準時刻電波受信部３５で受信された標準電波に基づき、計時部３１の時刻情報（時刻及
びカレンダ）を標準時刻に修正する処理を行う。
【００８７】
　生成装置情報記憶部３７は、生成装置情報とその設置場所情報とを関連付けて記憶する
記憶部である。生成装置情報とその設置場所情報とを関連付けを示すものとしては、たと
えば図１１に示すような勤務情報生成装置データベース３７Ａが考えられる。この勤務情
報生成装置データベース３７Ａには、勤務情報における生成装置情報としての生成装置Ｉ
Ｄ、当該生成装置の設置場所（勤務先）の名称又は氏名、住所、電話番号等が記憶できる
ようになっている。したがって、生成装置情報が分かれば、その生成装置が設置登録され
ている名称又は氏名、住所、電話番号等が特定できる。
【００８８】
　取得装置情報記憶部３８は、取得装置情報とその所持者情報とを関連付けて記憶する記
憶部である。取得装置情報とその所有者情報とを関連付けを示すものとしては、たとえば
図１２に示すような勤務情報取得装置データベース３８Ａが考えられる。この勤務情報取
得装置データベース３８Ａには、勤務情報における取得装置情報としての取得装置ＩＤ、
当該取得装置の所有者（勤務者）の氏名、住所、電話番号等が登録されている。したがっ
て、取得装置情報が分かれば、その取得装置が所有登録されている氏名、住所、電話番号
等が特定できる。
【００８９】
　不正情報判別部３９は、上記計時部３１に基づき受け付けた勤務情報が信用できるか否
かを判別する処理を行う。すなわち、勤務情報に含まれる勤務者の勤務先への勤務時間と
、勤務情報収集装置（サーバ）３０が勤務情報を受け付けた計時部３１とを比較し、両者
の時間に所定時間以上に大きな差が有る場合は、不正な情報として判別する処理を行う。
【００９０】
　勤務情報送信部４０は、上記勤務情報記録部３４にて記憶する勤務先及び勤務者の情報
を勤務情報として勤怠情報管理装置６０へ送る処理を行う。なお、勤怠情報管理装置６０
への勤務情報の送信は、勤務者を管理する者（派遣会社など）が指示、登録した場合だけ
行うようにしてもよい。
【００９１】
　ここで、勤怠情報管理装置６０にて提供するタイムレコ－ダ機能について簡単に説明す
ると、タイムレコ－ダ機能は、上述したように、従業者の出勤時刻、退出時刻等を従業者
の識別ＩＤに関連付けて入力し、従業者の出退予定や休日予定といった勤務予定の管理を
行なう勤務予定データと、従業者の実際の出退時刻（勤務実績）の管理を行なう勤務実績
データとに基づいて、各従業者の勤務時間の集計、総労働時間の集計等を行うものである
。
【００９２】
　次に、図１及び図６に示したシステムにより実行される方法の一例を、図７に基づき説
明する。図７は、本発明の実施の形態に係るシステムにおいて、勤務先に配置されたバー
コード付置時計１０にて表示された勤務情報を、従業員等の勤務者が所持し操作するカメ
ラ付携帯電話機２０Ｂで取得し、この取得した勤務情報を勤務管理サーバ３０へ送信する
場合、更に、勤務管理サーバ３０が情報を勤怠情報管理装置６０へ送信する場合の処理の
流れを示すシーケンス図である。
【００９３】
　まず、勤務先では、勤務情報生成部１２が、計時部１１及びログ情報記憶部１７を参照
し、生成装置情報記憶部１８に記憶されている生成装置情報を含んだ勤務情報を生成する
（１１）。
　次いで、勤務情報出力部１３が、生成された生成装置情報を含んだ勤務情報を勤務情報
表示部１４にて表示出力する。（１２）
【００９４】
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　なお、本実施の形態においては勤務情報を勤務情報表示部１４にて表示するものとした
が、バーコード付置時計１０にブルートゥースなど無線発信機を付け、カメラ付携帯電話
機２０Ｂ側に無線受信機をつけて、無線によって勤務情報を取得してもよい。
【００９５】
　また、バーコード付置時計１０では、勤務情報の生成に先立って標準時刻電波受信部１
５にて標準電波を受信し（Ａ）、計時情報修正部１６にて受信した標準電波に基づき計時
部１１の時刻情報の修正を行う（Ｂ）。
【００９６】
　次いで、勤務先へ勤務（出勤）した勤務者は、バーコード付置時計１０の表示部に勤務
情報が表示されると、バーコード付置時計１０に設けられた表示ランプの表示を確認し、
緑のランプが点灯している時に勤務情報取得可能な時間として、カメラ付携帯電話機２０
Ｂの取得部２１であるＣＣＤカメラを用いて、時刻表示部分を含めてこの勤務情報部分を
撮像することで情報を取得する（１３）。なお、赤ランプか間欠的に点灯している場合は
、数秒で勤務情報の表示が変わるものとなるので、情報の取得は行わないようにする。こ
れにより、所定時間毎の勤務情報の変更による取得ミスを防いで、勤務情報を取得するこ
とが出来る。
【００９７】
　次いで、カメラ付携帯電話機２０Ｂでは、取得した勤務情報に送信先情報が含まれてい
るか否かを確認する（１４）。その結果、勤務情報に送信先情報が含まれている場合は、
その送信先情報を抽出し、また、勤務情報に送信先情報が含まれていない場合は、送信指
示部２４により予め当該カメラ付携帯電話機２０Ｂに登録されている送信先情報を検索し
、勤務情報の送信先を指示する（１５）。
【００９８】
　カメラ付携帯電話機２０Ｂでは、送信先情報の読み取りまたは送信先の指示が成される
と、引き続き取得装置情報記憶部２６を参照して、この勤務情報に当該取得装置情報を付
加した勤務情報の作成を行う（１６）。そして、この勤務情報を、勤務情報送信部２６に
より、読み取った送信先情報または送信指示された送信先情報に基づいて勤務管理サーバ
３０へ送信する（１７）。なお、この際、読み取った勤務情報を記憶部２２にて記憶部に
一旦記憶し、後からまとめて送信するようにしてもよい。
【００９９】
　次いで、勤務管理サーバ３０では、カメラ付携帯電話機２０Ｂより送られた勤務情報を
勤務情報受付部３２にて受け付ける（１８）。この際、計時部３１より勤務情報の受付時
間を取得する。なお、計時部３１は、標準時刻電波受信部３５で受信された標準電波に基
づき、計時情報修正部３６によって時刻情報（時刻及びカレンダ）が自動修正する。
【０１００】
　この勤務情報を受け付けると、引き続き不正情報判別部３９により受け付けた勤務情報
が信用できるものか否かを判別する（１９）。そして、勤務情報に含まれる勤務者の勤務
先への勤務時間と、勤務情報受付部３２にて受け付けた時間の両者に所定時間（例えば、
１時間）以上の差異が無い場合は適切な勤務情報と判断して、勤務先及び勤務者の特定を
行なうが、両者に大きな差が有る場合は、不正な情報と判断して勤務者を管理する者（派
遣会社など）へ報知する。
【０１０１】
　そして、勤務情報受付部３２にて適切に受け入れられた勤務情報は、勤務先・勤務者特
定部３３において、生成装置情報記憶部３７に基づき勤務先を特定し、また、取得装置情
報記憶部３８に基づき勤務者を特定する（２０）。
【０１０２】
　この勤務先・勤務者特定部３３により特定した勤務先及び勤務者の情報は、引き続き勤
務情報記録部３４に記録する（２１）。
【０１０３】
　そして、ここで登録された勤務情報は、勤務情報送信部４０によって勤怠情報管理装置
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６０へ送る（２２）。その後、勤怠情報管理装置６０では、所謂インターネットタイムレ
コ－ダによって勤務者勤怠管理を行い、給与計算等を行うのに利用する（２３）。
【０１０４】
　次に、上述の勤務認証システムにおけるバーコード付置時計１０の詳細な動作の一例を
、図８を参照して説明する。
　まず、勤務情報生成装置１０側での動作は、図８に示すように、標準時刻電波受信部１
５が、標準電波送信所１００より送られる標準電波を受信する（Ｓ１１１）。標準時刻電
波受信部１５で受信した標準時刻電波を計時情報修正部１６へ送り、計時情報修正部１６
で受信した標準電波に基づき計時部１１の計時情報（時刻情報）を標準時刻に修正する（
Ｓ１１２）。
【０１０５】
　次いで、勤務情報表示指示部１９では、勤務情報の表示（生成）が指示されたか否かを
判別する（Ｓ１１３）。なお、この勤務情報の表示（生成）指示は、所定時間毎に成され
るが、バーコード付置時計１０の表面に設けられた表示ボタン１０ｂを押圧することによ
り指示されるようにしてもよい。
【０１０６】
　判別の結果、勤務情報表示（生成）指示があった場合（Ｙ）は、続いて勤務情報生成部
１２は、ログ情報記憶部１７及び生成装置情報記憶部１８を参照し、そこに記憶されてい
るログ情報及び生成装置情報を含んだ勤務情報を生成する（Ｓ１１４）。一方、判別の結
果、勤務情報表示（生成）指示がなかった場合（Ｎ）は、再度標準時刻電波の受信（Ｓ１
１１）、計時情報の修正（Ｓ１１２）、及び勤務情報の表示（生成）が指示されたか否か
の判別を繰り返す（Ｓ１ 1３）。
【０１０７】
　そして、勤務情報生成部１２で生成された勤務情報は、勤務情報表示部１４にて表示さ
れるように勤務情報出力部１３によって出力する（Ｓ１１５）。これにより、バーコード
付置時計１０でのログ情報及び生成装置情報を含んだ一連の勤務情報の生成処理が終了（
エンド）する。
【０１０８】
　次に、勤務情報取得装置側の処理方法の一例を図９に示す。
　図９において、まず、カメラ付携帯電話機２０Ｂの取得部２１が、バーコード付置時計
１０より勤務情報を取得したか否かを判別する（Ｓ１２１）。判別の結果、勤務情報の取
得があった場合（Ｙ）は、取得部２１がこれをデコードするとともに、取得した勤務情報
の中に送信する勤務情報収集装置の送信先情報が含まれているか否か、送信先情報の有無
を判別する（Ｓ１２２）。一方、勤務情報の取得がなかった場合（Ｎ）は、再度勤務情報
を取得したか否かを判別する（Ｓ１２１）。
【０１０９】
　次いで、送信先情報の有無の判別の結果、送信先情報が含まれている場合（Ｙ）は、送
信部２５にてバーコード付置時計１０から取得した情報に取得装置情報を付加して勤務情
報を生成する（Ｓ１２４）。
　一方、送信先情報が含まれていない場合（Ｎ）は、送信指示部２４が勤務情報の送信指
示を受ける（Ｓ１２３）。そして、送信部２５が、取得装置情報記憶部２６を参照して取
得装置情報を抽出し、バーコード付置時計１０から取得した情報に取得装置情報を付加し
て送信情報を生成する（Ｓ１２４）。
【０１１０】
　その後、送信指示部２４が送信先情報に基づき生成された送信情報を送信する（Ｓ１２
５）。
　これによりカメラ付携帯電話機２０Ｂでの一連の処理が終了（エンド）する。
【０１１１】
　一方、勤務情報収集装置３０側での動作は、図１０に示すように、まず、標準時刻電波
受信部３５が標準電波送信所１００より送られる標準電波を受信したか否かを判別する（
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Ｓ１３１）。その結果、標準電波を受信した場合（Ｙ）は、引き続き計時部３１での計時
情報と一致するか否かを判別する（Ｓ１３２）。一方、標準電波を受信しない場合（Ｎ）
は、再度標準電波を受信したか否かの判別を繰り返す（Ｓ１３１）。
【０１１２】
　次いで、計時部３１での計時情報と一致する場合（Ｙ）は、引き続き勤務情報受付部３
２がカメラ付携帯電話機２０Ｂより送られた送信情報を受け付けたか否かを判別する（Ｓ
１３４）。一方、計時部３１での計時情報と一致しない場合（Ｎ）は、標準時刻電波受信
部３５で受信した標準時刻電波を計時情報修正部３６へ送り、計時情報修正部３６で受信
した標準電波に基づき計時部３１の計時情報（時刻情報）の修正を行う（Ｓ１３２）。
　計時情報の自動修正が終了すると、勤務情報受付部３２が上記勤務情報を受け付けたか
否かを判別する（Ｓ１３４）。
【０１１３】
　勤務情報受付部３２が勤務情報を受け付けると、不正情報判別部３９が勤務情報に含ま
れる勤務者の勤務先への勤務時間と、勤務情報受付部３２にて受け付けた時間の両者に大
きな時間的差異が無いか否かを判別することにより、不正行為がないか否かを判別する（
Ｓ１３５）。
【０１１４】
　判別の結果適切な勤務情報と判断された場合は、勤務先・勤務者特定部３４が生成装置
情報記憶部３７に基づき勤務先を特定すると共に、取得装置情報記憶部３８に基づき勤務
者を特定する（Ｓ１３６）。
勤務場所を特定する処理としては、勤務者特定部３４が、生成装置情報記憶部３７を参照
して、カメラ付携帯電話機２０から受信した生成装置情報に対応する設置場所を特定する
ことにより、当該設置場所を勤務場所として特定することができる。また、勤務者を特定
する処理としては、勤務者特定処理部３４が、取得装置情報記憶部３８を参照して、受信
した取得装置情報に対応する当該カメラ付き携帯電話機２０の所持者を特定することによ
り、当該所持者を勤務者として特定することができる。
【０１１５】
　この勤務先・勤務者特定部３３により特定した勤務先及び勤務者の情報は、引き続き勤
務情報記録部３４に記憶する（Ｓ１３７）。
　そして、ここで登録された勤務情報は、勤務情報送信部４０によって勤怠情報管理装置
６０へ送る（Ｓ１３８）。
　これにより勤務情報収集装置３０側での一連の勤務情報の取得処理が終了（エンド）す
る。
【０１１６】
　なお、本実施の形態では、勤務情報をカメラ付携帯電話機２０Ａで取得する場合につい
て説明するものであるので、勤務情報を勤務情報表示部１４にて表示するものとしたが、
ブルートゥース、赤外線通信などの無線ＬＡＮによる送受信システムによって勤務情報の
取得を行うようにしてもよい。
【０１１７】
　このように、別の実施形態によっても、前述の実施形態と同様の効果を奏することがで
きる。
　また、勤務情報収集装置３０により勤務情報を収集することで、使用者等がその場に居
なくとも確実に勤務状況を確認することができる。
　また、勤務者から勤務情報を到着してから即時に送信させることで、使用者等は即時に
勤務者の勤務状況を把握することができる。これにより、例えば、勤務者が出勤していな
い場所には代わりの者を直ちに出勤させることなども可能となる。また、勤務者の出勤か
ら退勤までの時間を確実に管理することができるため、勤務者による不正や、或いはサー
ビス残業のような違法な労働状況を把握することができる。
【０１１８】
　また、カメラ付携帯電話機２０Ｂ側でバーコードデータをデコード処理するようにすれ
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ば、カメラ付携帯電話機２０Ｂがバーコードデータを読込めなかった場合には勤務情報を
送信できなくなるから、勤務者側で確実に読込めたか否かを確認してから勤務情報を勤務
情報収集装置３０に送信することができる。
【０１１９】
　上述の実施形態において、取得装置情報として電話番号を用いる場合には、カメラ付携
帯電話機２０Ｂの通信網中の交換機からの発信番号通知機能を用いて電話番号を通知する
ようにしてもよい。
【０１２０】
　また、勤務情報生成装置をバーコード付置時計としたが、本発明はこれに限らず、バー
コードのような勤務情報を生成し、また、これを出力、表示することが出来るものであれ
ば、電話機やファクシミリ機、コピー機、ＰＯＳレジ装置といった表示部を有する電子機
器とすることも出来る。
【０１２１】
　また、上述の例では、表示ボタン１０ｂを設けてこれを押圧指示した際に勤務情報を表
示する例について説明したが、表示ボタン１０ｂを設けずに、勤務情報生成部１２が時刻
に応じて異なる勤務情報を常時ディスプレイなどの表示部に表示するようにしてもよい。
【０１２２】
　また、本発明は、バーコードに限らず、コード化された情報であってもよい。例えば、
置時計に現在時刻と当該識別番号を数字でデジタル表示し、これをカメラ付携帯電話機で
読み取るようにしてもよい。
【０１２３】
　携帯電話機からデータを収集する方法としては、携帯電話網を通して送信しなくとも、
取得した勤務情報を携帯電話機の内部メモリに記憶しておき、これに電気的に接続可能な
装置（例えば、スティックメモリ）などを接続させて、これでデータを収集してもよい。
【０１２４】
　また、携帯端末機側で読み取ったバーコードをイメージデータとしてそのまま勤務情報
収集装置へ送信し、勤務情報収集装置側でデコード処理を行なうようにしてもよい。
【０１２５】
　また、上記実施形態では、バーコード中にログデータを含める例に付いて説明したが、
これは必ずしも必要なく、任意である。
【０１２６】
　また、上記実施形態では、バーコード中に時刻データを含める例に付いて説明したが、
これは必ずしも必要なく、例えば、時刻に基づいて所定の乱数を発生させ、これにより勤
務情報を時刻に応じて異ならせてもよい。
また、所定の暗号アルゴリズムを用いて、勤務情報を暗号化、コード化してもよい。
【０１２７】
　また、バーコード付置時計１０の内部メモリに生成された勤務情報を複数記憶できるよ
うにし、これをまとめて表示するようにしてもよい。
これにより、例えば、出勤と退勤の際にそれぞれ勤務情報を生成した場合にも、これらを
まとめて表示することができ、これを一緒にカメラ付携帯電話機２０から送信することが
でき、一回の操作で出勤と退勤の２つの情報を効率的に取得することができる。
【０１２８】
　次に、本発明のさらに別の実施の形態として、勤務情報を無線により取得する場合の例
について、図面を参照して説明する。図１３は、本発明の実施の形態に係る勤務認証シス
テムの別の一例を示す概略図である。また、図１４は、本実施の形態に係る勤務認証シス
テムの別の一例に用いる勤務情報生成装置と勤務情報取得装置と勤務情報収集装置をそれ
ぞれ概略的に示すブロック図である。
【０１２９】
　本実施形態では、勤務情報の無線通信手段として、応答機と要求機との間で電磁誘導に
よる無線通信を行う非接触式のデータキャリアシステムとして知られているＩＣタグを用
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いる。
　このデータキャリアシステムは、要求機が応答機に記憶されている識別情報等の各種デ
ータを読み出すものである。
　そして、図１５は、上記勤務情報生成装置で用いるＩＣタグを概略的に示すブロック図
であり、図１６は、上記勤務情報取得装置で用いるＩＣタグ読取装置を概略的に示すブロ
ック図である。
【０１３０】
　本実施形態は、勤務情報生成装置としてＩＣタグ７０が具備された時計装置（以下、「
ＩＣタグ付置時計」という。）１１０と、勤務情報取得装置としてＩＣタグ読取装置８０
が具備された携帯電話機（以下、「ＩＣタグ読取装置付携帯電話機」と言う。）１２０と
、勤務情報収集装置（サーバ）３０とにより実現される。
　この場合、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０と勤務情報収集装置（サーバ）３０と
は、インターネット等の所定のネットワーク５０を介して通信可能に構成されている。な
お、本実施の形態の説明では、前述した実施の形態の共通する部分は同じ符号を付し、そ
の説明は省略する。
【０１３１】
　ＩＣタグ付置時計１１０は、従業員等の勤務者が勤務する勤務先に設置された端末であ
って、ＣＰＵ（ Central Processing Unit）と、ＣＰＵが実行するコンピュータプログラ
ムと、コンピュータプログラムや所定のデータを記憶することが出きるＲＡＭ、ＲＯＭな
どの内部メモリなどにより図１４に示す機能ブロックを構成することができる。
　図１４に示した機能ブロックは、計時部１１１と、標準時刻電波受信部１１２、計時情
報修正部１１３と、ＩＣタグ７０から構成されている。
　計時部１１は、時間を計時するクロック手段である。
　この計時部１１は、標準電波送信所１００より送信される標準電波を受信して計時情報
（例えば、年、月、日、時、分、秒）を修正する所謂電波時計となっている。
　標準時刻電波受信部１１２は、日本標準時刻を基準とする標準電波を受信する処理を行
う。また、計時情報修正部１１３は、標準時刻電波受信部１５で受信された標準電波に基
づき、計時部１１の時刻情報（時刻及びカレンダ）を修正する処理を行う。
【０１３２】
　ＩＣタグ７０は、図１５に示すように、勤務情報出力手段としてのコイル７１と、タグ
側制御部７２等を備える。
　コイル７１は、後述するＩＣタグ読取装置８０のコイル８１と電磁誘導による無線通信
を行うためのものである。すなわち、ＩＣタグ７０にはアンテナパターンが形成されてお
り、ＩＣチップに内蔵された容量素子とにより共振回路を形成し、ＩＣタグ読取装置８０
から一定周波数の電波を受信して、ＩＣタグ７０内に記憶されているデータをＩＣタグ読
取装置８０へ送信する。
【０１３３】
　タグ側制御部７２は、ＩＣタグ付置時計１１０の電源によって起動され、ＩＣタグ読取
装置３０との無線通信を制御する。詳しくは、タグ側制御部７２は、生成装置情報（識別
ＩＤ）記憶部７２１と、勤務情報生成プログラム記憶部７２２と、勤務情報配信プログラ
ム７２３と、勤務情報生成部７２４とを有し、勤務情報生成プログラム７２２に従って、
識別ＩＤと時間情報を含む勤務情報のＩＣチップへの登録・更新・削除といったＩＣチッ
プ管理処理を行ったり、あるいは勤務情報配信プログラムに従って、当該勤務情報生成部
７２４で生成されＩＣチップに登録された勤務情報を、コイル７１を介してＩＣタグ読取
装置３０へ送信したりする。
【０１３４】
　なお、本実施形態では、タグ側制御部７２はＩＣタグ付置時計１１０の電源を用いるも
のとしたが、コイル７１において生じた電磁誘導による電流を整流し、所定の電圧をタグ
側制御部７２へ供給する電源回路を設けるようにしてもよい。
　これにより、タグ側制御部７２は電源回路から供給される電圧によって起動することが
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できる。
【０１３５】
　生成装置情報（識別ＩＤ）記憶部７２１は、個々のＩＣタグ付置時計１１０を特定する
ための識別情報を記憶できる記憶部である。この識別情報は、個々のＩＣタグ付置時計１
１０に固有の情報であって、例えば、ＩＣタグ付置時計１１０の出荷時に予めＲＯＭ等の
内部メモリに記憶させて設定しておくことができる。
【０１３６】
　勤務情報生成プログラム記憶部７２２は、後述する勤務情報生成部７２４で勤務情報を
生成する処理を行うプログラムを記憶する記憶部である。
　勤務情報配信プログラム７２３は、勤務情報生成部７２４で生成されＩＣチップに登録
された勤務情報を上述したコイル７１からＩＣタグ読取装置３０へ送信する処理を行うプ
ログラムを記憶する記憶部である。
【０１３７】
　勤務情報生成部７２４は、少なくともＩＣタグ付置時計１１０の識別情報（ＩＤなど）
と計時部１１１の現在時刻情報を含んだ勤務情報を生成する処理を行う。ＩＣタグ付置時
計１１０の識別情報は、ＩＣタグ付置時計１１０を個々に特定するために付与された固有
の文字、数字などからなる情報である。したがって、ＩＣタグ付置時計１１０では、計時
部１１１が出力する現在時刻及び識別情報を含んだ内容の勤務情報を生成することができ
る。これにより、生成される勤務情報は、現在時刻をキーとして所定時間毎に毎回異なっ
て生成されることとなる。
　なお、勤務情報に含まれるデータとしては、これに限らず、ログ情報記憶処理部を作成
し、内部メモリに記憶しておいたログデータを含めて生成してもよい。
【０１３８】
　このような構成により、まず、ＩＣタグ付置時計１１０は、標準時刻電波受信部１１２
が標準電波を受信し、計時情報修正部１１３が受信した標準電波に基づき計時部１１１の
時刻情報を標準時刻に修正する。次いで、勤務情報生成プログラム記憶部７２２に従って
、ＩＣタグ７０の勤務情報生成部７２４が所定の時間毎に計時部１１１を参照し、生成装
置情報（識別ＩＤ）記憶部７２１に記憶されている生成装置情報を含んだ勤務情報を生成
する。そして、勤務情報配信プログラム７２３に従って、最新の勤務情報をコイル７１を
介してＩＣタグ読取装置３０へ送信する。
【０１３９】
　また、このＩＣタグ付置時計１１０は、バーコード付置時計１０同様、勤務先への設置
後、移動による不正を防止するために勤務先に固定するとよい。また、ＩＣタグ付置時計
１１０は、当該装置へ給電するための給電コード１１０ａを有する。この給電コード１１
０ａの先端プラグ部（図示せず）は勤務先の電源コンセントに差し込まれている。そして
、通常は電源コンセントから給電されることにより動作するようになっている。
　なお、本発明はこれに限らず、電池式のＩＣタグ付置時計１１０であってもよい。
【０１４０】
　次に、ＩＣタグ読取装置８０を組み込んだ（勤務情報取得装置としての）ＩＣタグ読取
装置付携帯電話機１２０の機能構成について説明する。この携帯電話は、勤務先に勤務す
る従業員等の勤務者が所持し、操作するものであって、ＣＰＵ、コンピュータプログラム
、ＲＡＭ・ＲＯＭ等により、操作部１２１と、保存部１２２と、表示部１２３と、通信部
１２４と、取得装置情報記憶部１２５と、ＩＣタグ読取部８０の機能ブロックを構成する
ことができる。
　また、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０は、電子メール送受信機能を具備している
。
【０１４１】
　ＣＰＵは、操作部１２１を介して入力される指示等に応じて所定のプログラムに基づい
た処理を実行し、各機能部への指示やデータの転送等を行う。具体的には、たとえば、Ｃ
ＰＵは、操作部１２１を介して入力される操作信号に応じて、ＲＯＭ内に格納された各種
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プログラムを読み出してＲＡＭに展開し、当該プログラムに基づく処理を実行し、処理結
果を表示するための表示信号を表示部１２３に出力して当該表示信号を表示させる。
【０１４２】
　操作部１２１は、数値や文字の入力、或いは機能選択等に必要なボタンを備え、押下さ
れたボタンの押下信号等をＣＰＵに出力する処理を行う。
　保存部１２２は、携帯電話機の備える種々の機能を実現するためのプログラムやデータ
等が格納されると共に、ＣＰＵが実行する各種プログラムや、これらプログラムの実行に
係るデータ等を一時的に格納するメモリ領域を備える。
【０１４３】
　表示部１２３は、たとえば、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）
やＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等で構成された装置であり
、ＣＰＵから入力される表示信号に基づいた各種画面を表示する処理を行う。この表示部
１２３としては、例えば、液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの表示制御を行う駆動
回路とから構成することができる。
　通信部１２４は、アンテナ（図示略）が接続されており、このアンテナを介して通信先
との間で無線信号の送受信を行う。
【０１４４】
　取得装置情報記憶部１２５は、個々のＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０を特定する
ための識別情報を記憶できる記憶部である。この識別情報は、個々のＩＣタグ読取装置付
携帯電話機１２０に固有の情報であって、例えば、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０
の出荷時に予めＲＯＭ等の内部メモリに記憶させて設定しておくことができる。
【０１４５】
　ＩＣタグ読取部８０は、勤務情報取得手段としてのコイル８１と、ＩＣタグ読取装置側
制御部８２等を備え、ＩＣタグ７０との間でコイル８１を介して無線通信を行う。具体的
には、ＩＣタグ読取装置側制御部８２は勤務情報記憶部８２１と、ＩＣタグ読取プログラ
ム記憶部８２２とを有し、コイル８１に流す電流および電圧を制御して変化させて、ＩＣ
タグ７０との無線通信を実行し、ＩＣタグ７０から勤務情報を受信する。
【０１４６】
　勤務情報記憶部８２１は、コイル８１を介して受信した勤務情報を記憶する記憶部であ
る。この勤務情報記憶部８２１に記憶された勤務情報は、上述する操作部１２１での指示
により、表示部１２３に出力させたり、通信部１２４から勤務情報収集装置としての出勤
管理サーバ３０へ送信したりすることができる。
　そして、ＩＣタグ読取プログラム記憶部８２２は、コイル８１を介して受信した勤務情
報を上述した勤務情報記憶部８２１へ記憶する処理を行うプログラムを記憶する記憶部で
ある。
【０１４７】
　次に、図１３乃至図１６に示したシステムにより実行される方法の一例を、図１７に基
づき説明する。図１７は、本発明の実施の形態に係る勤務認証システムにおいて、勤務先
の勤務情報生成装置であるＩＣタグ付置時計１１０にて生成勤務情報を、勤務先に勤務す
る従業員等の勤務者が所持し操作する勤務情報取得装置としてのＩＣタグ読取装置付携帯
電話機１２０で取得する場合の処理の流れを示すシーケンス図である。
【０１４８】
　勤務先に設置されているＩＣタグ付置時計１１０では、所定時間毎に計時部１１１が出
力する現在時刻を参照し、これに生成装置情報記憶部７２１に記憶されている生成装置の
識別情報を含んだ内容の勤務情報を生成し（３１）、常に最新の勤務情報に更新する。
　この際、ＩＣタグ付置時計１１０では、勤務情報の生成に先立って、標準時刻電波受信
部１１２にて標準電波を受信し（Ａ）、計時情報修正部１１３にて受信した標準電波に基
づき計時部１１１の時刻情報の修正を行う（Ｂ）ようにしてもよい。
【０１４９】
　そして、勤務者が、ＩＣタグ付置時計１１０が設置されている勤務先に出向き、ＩＣタ
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グ付置時計１１０に自らが所有するＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０をかざす様に近
づけると、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０より無線にて勤務情報読取要求がＩＣタ
グ付置時計１１０へ送信される（３２）。
【０１５０】
　ＩＣタグ付置時計１１０では、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０からの勤務情報読
取要求を受け、勤務情報生成部７２４で生成された最新の勤務情報を出力し応答する（３
３）。
　これに対し、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０では、ＩＣタグ付置時計１１０から
の応答を受付け、勤務情報を取得する（３４）。
【０１５１】
　次いで、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０では、取得した勤務情報に送信先情報が
含まれているか否かを確認する（３５）。その結果、勤務情報に送信先情報が含まれてい
る場合は、その送信先情報を読み取って抽出し、また、勤務情報に送信先情報が含まれて
いない場合は、予め当該ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０に登録されている送信先情
報を検索し、勤務情報の送信先を指示する（３６）。
【０１５２】
　ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０では、送信先情報の読み取りまたは送信先の指示
がなされると、引き続き取得装置情報記憶部１２５を参照して、この勤務情報に当該取得
装置情報を付加した勤務情報の作成を行う（３７）。そして、この勤務情報を、通信部１
２４により、読み取った送信先情報または送信指示された送信先情報に基づいて勤務管理
サーバ３０へ送信する（３８）。なお、この際、読み取った勤務情報を保存部１２２にて
一旦記憶し、後からまとめて送信するようにしてもよい。
【０１５３】
　次いで、勤務管理サーバ３０では、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０より送られた
勤務情報を勤務情報受付部３２にて受け付ける（３９）。この際、計時部３１より勤務情
報の受付時間を取得する。なお、計時部３１は、標準時刻電波受信部３５で受信された標
準電波に基づき、計時情報修正部３６によって時刻情報（時刻及びカレンダ）が自動修正
する。
【０１５４】
　この勤務情報を受け付けると、勤務先・勤務者特定部３３において、生成装置情報記憶
部３７に基づき勤務先を特定し、また、取得装置情報記憶部３８に基づき勤務者を特定す
る（４０）。
　この勤務先・勤務者特定部３３により特定した勤務先及び勤務者の情報は、引き続き勤
務情報記録部３４に記憶する（４１）。
【０１５５】
　そして、ここで登録された勤務情報は、勤務情報送信部４０によって勤怠情報管理装置
６０へ送る（４２）。その後、勤怠情報管理装置６０では、所謂インターネットタイムレ
コ－ダによって勤務者勤怠管理を行い、給与計算等を行うために利用する（４３）。
【０１５６】
　次に、上述の勤務認証システムにおけるＩＣタグ付置時計１１０の詳細な動作の一例を
、図１８を参照して説明する。
　まず、勤務情報生成装置であるＩＣタグ付置時計１１０側での動作は、図１８に示すよ
うに、標準時刻電波受信部１１２が、標準電波送信所１００より送られる標準電波を受信
する（Ｓ１５１）。
　標準時刻電波受信部１１２が受信した標準時刻電波を計時情報修正部１１３に送り、計
時情報修正部１１３が受信した標準電波に基づき計時部１１１の計時情報（時刻情報）を
標準時刻に修正する（Ｓ１５２）。
【０１５７】
　そして、勤務情報生成部７２４では、勤務情報生成プログラム記憶部７２２に記憶され
ているプログラムに従い、所定時間毎に計時部１１１が出力する現在時刻を参照し、これ
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に生成装置情報記憶部７２１に記憶されている生成装置の識別情報を含んだ内容の勤務情
報を生成し、更新する（Ｓ１５３）。
　次いで、勤務情報生成部７２４では、勤務情報配信プログラム記憶部７２３に記憶され
ているプログラムに従い、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０から勤務情報読取要求が
あったか否か判別する（Ｓ１５４）。
【０１５８】
　判別の結果、勤務情報読取要求があった場合（Ｙ）は、勤務情報生成部７２４で生成、
更新した最新の勤務情報を、コイル７１を介して無線でＩＣタグ読取装置付携帯電話機１
２０へ出力送信することにより応答する（Ｓ１５５）。
　一方、判別の結果、勤務情報読取要求なかった場合（Ｎ）は、再度標準時刻電波の受信
（Ｓ１５１）、計時情報の修正（Ｓ１５２）、及び勤務情報を生成、更新し（Ｓ１５３）
、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０から勤務情報読取要求があったか否かの判別を繰
り返す（Ｓ１５４）。
　これにより、ＩＣタグ付置時計１１０でのログ情報及び生成装置情報を含んだ一連の勤
務情報の生成処理が終了（エンド）する。
【０１５９】
　次に、勤務情報取得装置側の処理方法の一例を図１９に示す。
　図１９において、まず、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０の操作部１２１より勤務
情報読取指示があったか否か判別する（Ｓ１６１）。
　判別の結果、勤務情報読取指示があった場合（Ｙ）は、ＩＣタグ読取プログラム記憶部
８２２に記憶されたプログラムに従い、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０をかざした
ＩＣタグ付置時計１１０に対して勤務情報読取要求を送信する（Ｓ１６２）。
　一方、判別の結果、勤務情報読取指示が無かった場合（Ｎ）は、再度勤務情報読取指示
があったか否か判別を繰り返す（Ｓ１６１）。
【０１６０】
　次いで、ＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０のＩＣタグ読取部８０が、かざしたＩＣ
タグ付置時計１１０よりコイル８１を介して勤務情報応答を受付けたか否か判別する（Ｓ
１６３）。
　判別の結果、勤務情報応答を受付けた場合（Ｙ）は、勤務情報を取得し、保存部１２２
に記憶する（Ｓ１６４）。
　一方、判別の結果、勤務情報応答を受付け無かった場合（Ｎ）は、再度勤務情報応答を
受付けたか否か判別を繰り返す（Ｓ１６３）。
【０１６１】
　勤務情報を取得すると、次に、取得した勤務情報の中に送信する勤務情報収集装置の送
信先情報が含まれているか否か、送信先情報の有無を通信部１２４にて判別する（Ｓ１６
５）。
　判別の結果、送信先情報が含まれている場合（Ｙ）は、ＩＣタグ付置時計１１０から取
得した勤務情報に、取得装置情報記憶部１２５に記憶している取得装置情報を付加して新
たな勤務情報を生成する（Ｓ１６７）。
　一方、送信先情報が含まれていない場合（Ｎ）は、操作部１２１又は通信部１２４より
勤務情報の送信指示を受ける（Ｓ１６６）。そして、取得した勤務情報に取得装置情報を
付加して新たな勤務情報を生成する（Ｓ１６７）。
【０１６２】
　その後、通信部１２４が、新たに生成された勤務情報を送信先情報に基づき送信する（
Ｓ１６８）。
　これによりＩＣタグ読取装置付携帯電話機１２０での一連の処理が終了（エンド）する
。
【０１６３】
　このように、別の実施形態によっても、前述の各実施形態と同様の効果を奏することが
できる。
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　また、上述の各実施形態では、何れも勤務情報収集装置と勤怠情報管理装置が別体とし
て構成された例について説明したが、これを一体として勤怠情報収集装置で、勤務者、勤
務時間、勤務場所を出勤、退勤などを管理し、給与計算などの勤怠情報の処理を行うよう
にしてもよい。
【０１６４】
　なお、本発明は勤在宅介護者やコンパニオン、技術者、ガードマン、ルート配送業者な
ど、派遣社員や移動社員による社外での仕事（勤務行為）の勤怠管理システムに利用でき
る。また、本発明は、誰が何処へ行ったかが判別できるので、オリエンテーリングゲーム
等の遊びにも利用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】本発明に係る勤務認証システムの一実施形態の例を全体的に示す概略図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る第一のシステムの構造を概略的に説明するブロック図
である。
【図３】本発明の実施の形態に係る第一のシステムにおける情報の流れを説明するシーケ
ンス図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る第一のシステムにおける勤務情報生成装置での手順を
示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態に係る第一のシステムにおける勤務情報取得装置での手順を
示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態に係る第二のシステムの構造を概略的に説明するブロック図
である。
【図７】本発明の実施の形態に係る第二のシステムにおける情報の流れを説明するシーケ
ンス図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る第二のシステムにおける勤務情報生成装置での手順を
示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態に係る第二のシステムにおける勤務情報取得装置での手順を
示すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施の形態に係る第二のシステムにおける勤務情報収集装置での手順
を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態に係る二のシステムにおける勤務情報収集装置に記録され
る生成装置情報記憶手段の構造を示す一例である。
【図１２】本発明の実施の形態に係る二のシステムにおける勤務情報収集装置に記録され
る取得装置情報記憶手段の構造を示す一例である。
【図１３】本発明に係る勤務認証システムの他の実施形態の例を全体的に示す概略図であ
る。
【図１４】本発明の実施の形態に係る他のシステムの構造を概略的に説明するブロック図
である。
【図１５】本発明に係る勤務認証システムの他の実施形態で用いるＩＣタグを概略的に示
すブロック図である。
【図１６】本発明に係る勤務認証システムの他の実施形態で用いるＩＣタグ読取装置を概
略的に示すブロック図である。
【図１７】本発明に係る勤務認証システムにおける情報の流れを説明するシーケンス図で
ある。
【図１８】本発明に係る勤務認証システムにおける勤務情報生成装置での手順を示すフロ
ーチャートである。
【図１９】本発明に係る勤務認証システムにおける勤務情報取得装置での手順を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【０１６６】
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　　１０・・・勤務情報生成装置（バーコード付置時計）、２０・・・勤務情報取得装置
（カメラ付携帯電話機）、３０・・・勤務情報収集装置（サーバ）、５０・・・ネットワ
ーク、６０・・・勤怠情報管理装置（インターネットタイムレコ－ダ）、７０・・・ＩＣ
タグ、８０・・・ＩＣタグ読取装置、１００・・・標準電波送信所、１１０・・・勤務情
報生成装置（ＩＣタグ付置時計）、１２０・・・勤務情報取得装置（ＩＣタグ読取装置付
携帯電話機）。

　
　
【要約】
【課題】　ネットワークタイムレコ－ダに用いる専用端末機の置くスペースのない場合や
、コスト的に同専用端末機を置けない場合であっても、省スペース、低コストで通信ネッ
トワークを介して従業者等勤務者の勤務状況を把握できる仕組みを提供する。
【解決手段】　勤務情報生成装置１０にて生成装置情報を含む勤務情報を所定時間毎に異
なった内容で生成し、出力する。次いで、出力された勤務情報を勤務情報取得装置２０に
て取得し、この勤務情報に取得装置情報を付加して勤務情報とし、所定の勤務情報収集装
置３０へ送信する。そして、送られた勤務情報を勤務情報収集装置３０が受け付け、受け
付けた勤務情報における勤務情報より勤務先を特定すると共に、当該勤務情報における取
得装置情報より勤務先へ勤務した勤務者を特定する。その後、特定した勤務先及び勤務者
を勤務情報として勤務情報収集装置３０に記録し、さらにこの勤務情報を勤怠管理装置６
０へ送信する。
【選択図】　図１
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(28) JP 3713039 B1 2005.11.2



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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