
JP 6930398 B2 2021.9.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カード即時発行機と、サーバとを備え、カード即時発行機とサーバとは第１ネットワー
クに接続され、サーバは端末が接続される第２ネットワークに接続されているシステムで
あって、
　サーバは、端末にてカード発行申請がなされると端末に顔写真付き身分証明書の画像デ
ータの送信要求を送信し、端末から顔写真付き身分証明書の画像データを受信すると、Ｉ
Ｄと暗証番号とを生成し、ＩＤと暗証番号と顔写真付き身分証明書の画像データとを組に
して記憶するとともに、ＩＤと暗証番号とを端末に送信する手段と、カード即時発行機か
らＩＤと顔写真付き身分証明書の画像データとを受信すると、受信したＩＤと組になって
記憶している顔写真付き身分証明書の画像データを読み出し、受信した顔写真付き身分証
明書の画像データを、読み出した顔写真付き身分証明書の画像データと比較して、本物か
偽物かの比較結果をカード即時発行機に送信する手段と、カード即時発行機から暗証番号
を受信すると、受信したＩＤと暗証番号との組を、記憶しているＩＤと暗証番号との組と
照合し、一致しているものがあれば、発行許可をカード即時発行機に送信する手段とを有
し、
　カード即時発行機は、顔写真付き身分証明書を撮影させ、人物の顔を撮影し、顔写真付
き身分証明書の画像データと、顔の画像データとを比較して、顔認証を行い、本人である
と確認が取れたら、ＩＤを入力させ、ＩＤと顔写真付き身分証明書の画像データとをサー
バに送信する手段と、サーバから比較結果を受信し、比較結果が本物であるならば、暗証
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番号を入力させ、サーバに送信する手段と、サーバから発行許可を受信すると、カードを
発行する手段とを有することを特徴とするカード即時発行システム。
【請求項２】
　カード即時発行機と、サーバとを備え、カード即時発行機とサーバとは第１ネットワー
クに接続され、サーバは端末が接続される第２ネットワークに接続されているシステムで
実行される方法であって、
　サーバが、端末にてカード発行申請がなされると端末に顔写真付き身分証明書の画像デ
ータの送信要求を送信し、端末から顔写真付き身分証明書の画像データを受信すると、Ｉ
Ｄと暗証番号とを生成し、ＩＤと暗証番号と顔写真付き身分証明書の画像データとを組に
して記憶するとともに、ＩＤと暗証番号とを端末に送信する工程と、
　カード即時発行機が、顔写真付き身分証明書を撮影させ、人物の顔を撮影し、顔写真付
き身分証明書の画像データと、顔の画像データとを比較して、顔認証を行い、本人である
と確認が取れたら、ＩＤを入力させ、ＩＤと顔写真付き身分証明書の画像データとをサー
バに送信する工程と、
　サーバが、カード即時発行機からＩＤと顔写真付き身分証明書の画像データとを受信す
ると、受信したＩＤと組になって記憶している顔写真付き身分証明書の画像データを読み
出し、受信した顔写真付き身分証明書の画像データを、読み出した顔写真付き身分証明書
の画像データと比較して、本物か偽物かの比較結果をカード即時発行機に送信する工程と
、
　カード即時発行機が、サーバから比較結果を受信し、比較結果が本物であるならば、暗
証番号を入力させ、サーバに送信する工程と、
　サーバが、カード即時発行機から暗証番号を受信すると、受信したＩＤと暗証番号との
組を、記憶しているＩＤと暗証番号との組と照合し、一致しているものがあれば、発行許
可をカード即時発行機に送信する工程と、
　カード即時発行機が、サーバから発行許可を受信すると、カードを発行する工程とを含
むことを特徴とするカード即時発行方法。
【請求項３】
　カード即時発行機と、サーバとを備え、カード即時発行機とサーバとは第１ネットワー
クに接続され、サーバは端末が接続される第２ネットワークに接続されているシステムで
、
　サーバに、端末にてカード発行申請がなされると端末に顔写真付き身分証明書の画像デ
ータの送信要求を送信し、端末から顔写真付き身分証明書の画像データを受信すると、Ｉ
Ｄと暗証番号とを生成し、ＩＤと暗証番号と顔写真付き身分証明書の画像データとを組に
して記憶するとともに、ＩＤと暗証番号とを端末に送信する工程と、カード即時発行機か
らＩＤと顔写真付き身分証明書の画像データとを受信すると、受信したＩＤと組になって
記憶している顔写真付き身分証明書の画像データを読み出し、受信した顔写真付き身分証
明書の画像データを、読み出した顔写真付き身分証明書の画像データと比較して、本物か
偽物かの比較結果をカード即時発行機に送信する工程と、カード即時発行機から暗証番号
を受信すると、受信したＩＤと暗証番号との組を、記憶しているＩＤと暗証番号との組と
照合し、一致しているものがあれば、発行許可をカード即時発行機に送信する工程とを実
行させるプログラムと、
　カード即時発行機に、顔写真付き身分証明書を撮影させ、人物の顔を撮影し、顔写真付
き身分証明書の画像データと、顔の画像データとを比較して、顔認証を行い、本人である
と確認が取れたら、ＩＤを入力させ、ＩＤと顔写真付き身分証明書の画像データとをサー
バに送信する工程と、サーバから比較結果を受信し、比較結果が本物であるならば、暗証
番号を入力させ、サーバに送信する工程と、サーバから発行許可を受信すると、カードを
発行する工程とを実行させるプログラムとを含むことを特徴とするカード即時発行プログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、カード即時発行システム、方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、店舗で、人が操作することにより、カードを即時に発行できるカード即時発
行システムが知られている（例えば特許文献１及び２参照）。
【０００３】
　しかしながら、犯罪による収益の移転防止に関する法律より、クレジットカードやキャ
ッシュカードのように資金洗浄に悪用される恐れのあるカードの場合、カード発行申請者
に公的な機関が発行した身分証明書を持参してもらい、店舗の人が、この身分証明書で、
このカード発行申請者の本人確認をした上で、カード即時発行システムを操作してカード
を発行するため、人件費が多くかかり、また、個々人の観点で本人確認を行うために、人
によって判断が変わる恐れがあるという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２３５４８９号公報
【特許文献２】特開２０１７－１０２５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、人によらずカード発行申請者の
本人確認を確実に行え無人でカード発行が行えることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明において上記課題を解決するために、まず請求項１の発明では、
　カード即時発行機と、サーバとを備え、カード即時発行機とサーバとは第１ネットワー
クに接続され、サーバは端末が接続される第２ネットワークに接続されているシステムで
あって、
　サーバは、端末にてカード発行申請がなされると端末に顔写真付き身分証明書の画像デ
ータの送信要求を送信し、端末から顔写真付き身分証明書の画像データを受信すると、Ｉ
Ｄと暗証番号とを生成し、ＩＤと暗証番号と顔写真付き身分証明書の画像データとを組に
して記憶するとともに、ＩＤと暗証番号とを端末に送信する手段と、カード即時発行機か
らＩＤと顔写真付き身分証明書の画像データとを受信すると、受信したＩＤと組になって
記憶している顔写真付き身分証明書の画像データを読み出し、受信した顔写真付き身分証
明書の画像データを、読み出した顔写真付き身分証明書の画像データと比較して、本物か
偽物かの比較結果をカード即時発行機に送信する手段と、カード即時発行機から暗証番号
を受信すると、受信したＩＤと暗証番号との組を、記憶しているＩＤと暗証番号との組と
照合し、一致しているものがあれば、発行許可をカード即時発行機に送信する手段とを有
し、
　カード即時発行機は、顔写真付き身分証明書を撮影させ、人物の顔を撮影し、顔写真付
き身分証明書の画像データと、顔の画像データとを比較して、顔認証を行い、本人である
と確認が取れたら、ＩＤを入力させ、ＩＤと顔写真付き身分証明書の画像データとをサー
バに送信する手段と、サーバから比較結果を受信し、比較結果が本物であるならば、暗証
番号を入力させ、サーバに送信する手段と、サーバから発行許可を受信すると、カードを
発行する手段とを有することを特徴とするカード即時発行システムとしたものである。
【０００７】
　また、請求項２の発明では、
　カード即時発行機と、サーバとを備え、カード即時発行機とサーバとは第１ネットワー
クに接続され、サーバは端末が接続される第２ネットワークに接続されているシステムで
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実行される方法であって、
　サーバが、端末にてカード発行申請がなされると端末に顔写真付き身分証明書の画像デ
ータの送信要求を送信し、端末から顔写真付き身分証明書の画像データを受信すると、Ｉ
Ｄと暗証番号とを生成し、ＩＤと暗証番号と顔写真付き身分証明書の画像データとを組に
して記憶するとともに、ＩＤと暗証番号とを端末に送信する工程と、
　カード即時発行機が、顔写真付き身分証明書を撮影させ、人物の顔を撮影し、顔写真付
き身分証明書の画像データと、顔の画像データとを比較して、顔認証を行い、本人である
と確認が取れたら、ＩＤを入力させ、ＩＤと顔写真付き身分証明書の画像データとをサー
バに送信する工程と、
　サーバが、カード即時発行機からＩＤと顔写真付き身分証明書の画像データとを受信す
ると、受信したＩＤと組になって記憶している顔写真付き身分証明書の画像データを読み
出し、受信した顔写真付き身分証明書の画像データを、読み出した顔写真付き身分証明書
の画像データと比較して、本物か偽物かの比較結果をカード即時発行機に送信する工程と
、
　カード即時発行機が、サーバから比較結果を受信し、比較結果が本物であるならば、暗
証番号を入力させ、サーバに送信する工程と、
　サーバが、カード即時発行機から暗証番号を受信すると、受信したＩＤと暗証番号との
組を、記憶しているＩＤと暗証番号との組と照合し、一致しているものがあれば、発行許
可をカード即時発行機に送信する工程と、
　カード即時発行機が、サーバから発行許可を受信すると、カードを発行する工程とを含
むことを特徴とするカード即時発行方法としたものである。
【０００８】
　また、請求項３に係る発明は、
　カード即時発行機と、サーバとを備え、カード即時発行機とサーバとは第１ネットワー
クに接続され、サーバは端末が接続される第２ネットワークに接続されているシステムで
、
　サーバに、端末にてカード発行申請がなされると端末に顔写真付き身分証明書の画像デ
ータの送信要求を送信し、端末から顔写真付き身分証明書の画像データを受信すると、Ｉ
Ｄと暗証番号とを生成し、ＩＤと暗証番号と顔写真付き身分証明書の画像データとを組に
して記憶するとともに、ＩＤと暗証番号とを端末に送信する工程と、カード即時発行機か
らＩＤと顔写真付き身分証明書の画像データとを受信すると、受信したＩＤと組になって
記憶している顔写真付き身分証明書の画像データを読み出し、受信した顔写真付き身分証
明書の画像データを、読み出した顔写真付き身分証明書の画像データと比較して、本物か
偽物かの比較結果をカード即時発行機に送信する工程と、カード即時発行機から暗証番号
を受信すると、受信したＩＤと暗証番号との組を、記憶しているＩＤと暗証番号との組と
照合し、一致しているものがあれば、発行許可をカード即時発行機に送信する工程とを実
行させるプログラムと、
　カード即時発行機に、顔写真付き身分証明書を撮影させ、人物の顔を撮影し、顔写真付
き身分証明書の画像データと、顔の画像データとを比較して、顔認証を行い、本人である
と確認が取れたら、ＩＤを入力させ、ＩＤと顔写真付き身分証明書の画像データとをサー
バに送信する工程と、サーバから比較結果を受信し、比較結果が本物であるならば、暗証
番号を入力させ、サーバに送信する工程と、サーバから発行許可を受信すると、カードを
発行する工程とを実行させるプログラムとを含むことを特徴とするカード即時発行プログ
ラムとしたものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、このような事項で特定されるので、人物が顔写真付き身分証明書で証明され
る本人であるかを確認し、この写真付き身分証明書がカード発行申請者のものの本物であ
るかを確認し、この人物がカード発行申請者に教えたＩＤと暗証番号とを知っているかを
確認することができて、この人物がカード発行申請者本人であるかを確実に確認できる。
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【００１０】
　従って、本発明は、人によらずカード発行申請者の本人確認を確実に行え、無人でカー
ド発行が行えるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明のカード即時発行システムに係るハードウエアの例を示す図。
【図２】カード即時発行機のハードウエア構成例を示す図。
【図３】サーバのハードウエア構成例を示す図。
【図４】顔写真付き身分証明書一覧表の例を示す図。
【図５】端末のハードウエア構成例を示す図。
【図６】カード発行申請からカード発行までになされる処理の流れの例の前半を示すフロ
ーチャート。
【図７】カード発行申請からカード発行までになされる処理の流れの例の後半を示すフロ
ーチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の一実施形態を説明する。
【００１３】
　本発明のカード即時発行システムは、図１に示すように、カード即時発行機（１０）と
、サーバ（２０）とを備え、カード即時発行機（１０）とサーバ（２０）とは第１ネット
ワーク（４０）に接続され、カード即時発行機（１０）は店舗に置かれ、サーバ（２０）
はカード発行申請者の端末（３０）が接続される第２ネットワーク（５０）に接続されて
いる。
【００１４】
　カード即時発行機（１０）は、図２に示すように、ＣＰＵ（１１）と、主記憶装置（１
２）と、補助記憶装置（１３）と、表示装置（１４）と、入力装置（１５）と、エビデン
スカメラ（１６）と、本人確認用カメラ（１７）と、カード発行装置（１８）と、通信装
置（１９）とを備える。
【００１５】
　ＣＰＵ（１１）は、プログラムに従って処理を行う中央処理装置である。
【００１６】
　主記憶装置（１２）は、ＣＰＵ（１１）に処理を行わせているプログラムと、この処理
を行うのに必要なデータとを一時的に記憶する装置である。
【００１７】
　補助記憶装置（１３）は、プログラムとデータとを永続的に記憶する装置である。
【００１８】
　表示装置（１４）は、データを表示する装置である。
【００１９】
　入力装置（１５）は、データを入力する装置である。
【００２０】
　エビデンスカメラ（１６）は、被写体として顔写真付き身分証明書を撮影し、この身分
証明書の画像データを得る装置である。
【００２１】
　本人確認用カメラ（１７）は、被写体としてカード即時発行機（１０）の正面に立って
いる人物の顔を撮影し、この顔の画像データを得る装置である。
【００２２】
　カード発行装置（１８）は、カードを発行する装置である。
【００２３】
　通信装置（１９）は、第１ネットワーク（４０）に接続し、第１ネットワーク（４０）
を介して、サーバ（２０）と通信する装置である。
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【００２４】
　サーバ（２０）は、図３に示すように、ＣＰＵ（２１）と、主記憶装置（２２）と、補
助記憶装置（２３）と、表示装置（２４）と、入力装置（２５）と、第１通信装置（２６
）と、第２通信装置（２７）とを備える。
【００２５】
　ＣＰＵ（２１）は、プログラムに従って処理を行う中央処理装置である。
【００２６】
　主記憶装置（２２）は、ＣＰＵ（２１）に処理を行わせているプログラムと、この処理
を行うのに必要なデータとを一時的に記憶する装置である。
【００２７】
　補助記憶装置（２３）は、プログラムとデータとを永続的に記憶する装置である。
【００２８】
　補助記憶装置（２３）は、個々のカード発行申請者毎に、ＩＤと暗証番号と顔写真付き
身分証明書の画像データとを組にして記憶している。これは、例えば、補助記憶装置（２
３）において、図４に示すような、項目「ＩＤ」、項目「暗証番号」、項目「顔写真付き
身分証明書の画像データの記憶場所」を列とする顔写真付き身分証明書一覧表で、一つの
行に、一人のカード発行申請者のＩＤと暗証番号と顔写真付き身分証明書の画像データの
記憶場所との組を記憶し、この記憶場所に、このカード発行申請者の顔写真付き身分証明
書の画像データを記憶しても良い。ここで、記憶場所は、例えば、フォルダ、或は、ディ
レクトリで指定される。
【００２９】
　表示装置（２４）は、データを表示する装置である。
【００３０】
　入力装置（２５）は、データを入力する装置である。
【００３１】
　第１通信装置（２６）は、第１ネットワーク（４０）に接続し、第１ネットワーク（４
０）を介して、カード即時発行機（１０）と通信する装置である。
【００３２】
　第２通信装置（２７）は、第２ネットワーク（５０）に接続し、第２ネットワーク（５
０）を介して、カード発行申請者の端末（３０）と通信する装置である。
【００３３】
　端末（３０）は、例えば、スマートフォンやパソコンであって、図５に示すように、Ｃ
ＰＵ（３１）と、主記憶装置（３２）と、補助記憶装置（３３）と、表示装置（３４）と
、入力装置（３５）と、カメラ（３６）と、通信装置（３７）とを備える。
【００３４】
　ＣＰＵ（３１）は、プログラムに従って処理を行う中央処理装置である。
【００３５】
　主記憶装置（３２）は、ＣＰＵ（３１）に処理を行わせているプログラムと、この処理
を行うのに必要なデータとを一時的に記憶する装置である。
【００３６】
　補助記憶装置（３３）は、プログラムとデータとを永続的に記憶する装置である。
【００３７】
　表示装置（３４）は、データを表示する装置である。
【００３８】
　入力装置（３５）は、データを入力する装置である。
【００３９】
　カメラ（３６）は、被写体を撮影し、この被写体の画像データを得る装置である。
【００４０】
　通信装置（３７）は、第２ネットワーク（５０）に接続し、第２ネットワーク（５０）
を介して、サーバ（２０）と通信する装置である。
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【００４１】
　第１ネットワーク（４０）は、少なくともカード即時発行機とサーバとが接続されるも
ので、セキュリティを向上させるために、専用回線であることが好ましい。
【００４２】
　第２ネットワーク（５０）は、不特定多数のカード発行申請者の端末とサーバとが接続
されるもので、例えば、インターネットでも良い。
【００４３】
　以下に、カード発行申請からカード発行までになされる処理の流れの例を、図６及び図
７のフローチャートに従って説明する。
【００４４】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）１；
　カード発行申請者が、端末（３０）にて、サーバ（２０）に対して、カードの発行を申
請する。
【００４５】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）２；
　サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、顔写真付き身分証明書の画像データの送信要求を
、サーバ（２０）の第２通信装置（２７）で端末（３０）に送信する。
【００４６】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）３；
　端末（３０）のＣＰＵ（３１）は、サーバ（２０）から顔写真付き身分証明書の画像デ
ータの送信要求を端末（３０）の通信装置（３７）で受信する。
【００４７】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）４；
　端末（３０）のＣＰＵ（３１）は、端末（３０）のカメラ（３６）を用いて顔写真付き
身分証明書を撮影するようカード発行申請者に促す表示を端末（３０）の表示装置（３４
）で行なう。
【００４８】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）５；
　カード発行申請者は、端末（３０）のカメラ（３６）を用いて顔写真付き身分証明書を
撮影する。
【００４９】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）６；
　端末（３０）のＣＰＵ（３１）は、顔写真付き身分証明書の画像データを端末（３０）
の通信装置（３７）でサーバ（２０）に送信する。
【００５０】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）７；
　サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、端末（３０）から顔写真付き身分証明書の画像デ
ータをサーバの第２通信装置（２７）で受信する。
【００５１】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）８；
　サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、所定のルールに従ってＩＤと暗証番号とをＩＤが
重複しないように生成する。例えば、ＩＤは通し番号で、暗証番号は擬似乱数で生成して
も良い。
【００５２】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）９；
　サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、生成したＩＤと、生成した暗証番号と、受信した
顔写真付き身分証明書の画像データとを組にして、サーバ（２０）の補助記憶装置（２３
）に記憶する。
【００５３】
　例えば、サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、受信した顔写真付き身分証明書の画像デ
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ータを、サーバ（２０）の補助記憶装置（２３）に記憶すると同時に、図４に示す顔写真
付き身分証明書一覧表に、生成したＩＤと生成した暗証番号と受信した顔写真付き身分証
明書の記憶場所との組からなる行を追加する。
【００５４】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）１０；
　サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、生成したＩＤと暗証番号とを、サーバ（２０）の
第２通信装置（２７）で端末（３０）に送信する。この送信は、例えば、電子メールで行
ってもよい。
【００５５】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）１１；
　端末（３０）のＣＰＵ（３１）は、サーバ（２０）からＩＤと暗証番号とを端末（３０
）の通信装置（３７）で受信する。
【００５６】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）１２；
　端末（３０）のＣＰＵ（３１）は、受信したＩＤと暗証番号とを端末（３０）の表示装
置（３４）で表示する。
【００５７】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）１３；
　カード発行申請者は、端末（３０）の表示装置（３４）で表示されているＩＤと暗証番
号とを閲覧する。
【００５８】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）１４；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、カード即時発行機（１０）の正面に立
っている人物にエビデンスカメラ（１６）を使用して顔写真付き身分証明書を撮影するよ
う促す表示をカード即時発行機（１０）の表示装置（１４）で行う。
【００５９】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）１５；
　カード発行申請者は、カード即時発行機（１０）のエビデンスカメラ（１６）を使用し
て顔写真付き身分証明書を撮影する。
【００６０】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）１６；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、本人確認用カメラ（１７）で、カード
即時発行機（１０）の正面に立っている人物の顔を撮影する。
【００６１】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）１７；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、顔写真付き身分証明書の画像データと
、顔の画像データとを比較して、顔認証を行い、
　正面に立っている人物が顔写真付き身分証明書で証明される本人であると確認が取れな
かったら、ＳＴＥＰ１８に進み、
　正面に立っている人物が顔写真付き身分証明書で証明される本人であると確認が取れた
ら、ＳＴＥＰ１９に進む。
【００６２】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）１８；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、顔写真付き身分証明書で証明される本
人ではないので、カードを発行できないことをカード即時発行機（１０）の表示装置（１
４）で表示して、ＥＮＤに進む。 
【００６３】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）１９；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、カード即時発行機（１０）の正面に立
っている人物にＩＤを入力するよう促す表示をカード即時発行機（１０）の表示装置（１
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４）で行う。
【００６４】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）２０；
　カード発行申請者は、カード即時発行機（１０）の入力装置（１５）でＩＤを入力する
。
【００６５】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）２１；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、ＩＤと顔写真付き身分証明書の画像デ
ータとをカード即時発行機（１０）の通信装置（１９）でサーバ（２０）に送信する。
【００６６】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）２２；
　サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、カード即時発行機（１０）からＩＤと顔写真付き
身分証明書の画像データとをサーバ（２０）の第１通信装置（２６）で受信する。
【００６７】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）２３；
　サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、サーバ（２０）の補助記憶装置（２３）から、受
信したＩＤと組になって記憶している顔写真付き身分証明書の画像データを読み出す。
【００６８】
　例えば、サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、サーバ（２０）の補助記憶装置（２３）
において、図４に示す顔写真付き身分証明書一覧表で、受信したＩＤと組になっている顔
写真付き身分証明書の画像データの記憶場所から、記憶されている顔写真付き身分証明書
の画像データを読み出す。
【００６９】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）２４；
　サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、受信した顔写真付き身分証明書の画像データを、
読み出した顔写真付き身分証明書の画像データと比較して、受信した顔写真付き身分証明
書の画像データで示される顔写真付き身分証明書がカード発行申請者のものの本物か偽物
かの比較結果をサーバ（２０）の第１通信装置（２６）でカード即時発行機（１０）に送
信する。
【００７０】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）２５；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、サーバ（２０）から比較結果をカード
即時発行機（１０）の通信装置（１９）で受信する。
【００７１】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）２６；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、比較結果を読み、
　比較結果が偽物であるならば、ＳＴＥＰ２７に進み、
　比較結果が本物であるならば、ＳＴＥＰ２８に進む。
【００７２】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）２７；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、顔写真付き身分証明書がカード発行申
請者のものの偽物なので、カードを発行することはできないことをカード即時発行機（１
０）の表示装置（１４）で表示して、ＥＮＤに進む。    
【００７３】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）２８；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、カード即時発行機（１０）の正面に立
っている人物に暗証番号を入力するよう促す表示をカード即時発行機（１０）の表示装置
（１４）で行う。
【００７４】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）２９；
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　カード発行申請者は、カード即時発行機（１０）の入力装置（１５）で暗証番号を入力
する。
【００７５】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）３０；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、暗証番号をカード即時発行機（１０）
の通信装置（１９）でサーバ（２０）に送信する。
【００７６】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）３１；
　サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、カード即時発行機（１０）から暗証番号をサーバ
（２０）の第１通信装置（２６）で受信する。
【００７７】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）３２；
　サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、ＳＴＥＰ２２で受信したＩＤとＳＴＥＰ３１で受
信した暗証番号との組を、サーバ（２０）の補助記憶装置（２３）に記憶しているＩＤと
暗証番号との組と照合し、
　一致しているものがあれば、カード即時発行機（１０）の正面に立っている人物がカー
ド発行申請者に教えたＩＤと暗証番号とを知っていることが確認できたとして、発行許可
を照合結果とし、
　一致しているものがなければ、カード即時発行機（１０）の正面に立っている人物がカ
ード発行申請者に教えたＩＤと暗証番号とを知らないことが確認できたとして、発行不可
を照合結果とする。
【００７８】
　例えば、サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、ＳＴＥＰ２２で受信したＩＤとＳＴＥＰ
３１で受信した暗証番号との組を、サーバ（２０）の補助記憶装置（２３）において、図
４に示す顔写真付き身分証明書一覧表に記憶しているＩＤと暗証番号との組と照合し、
　一致しているものがあれば、カード即時発行機（１０）の正面に立っている人物がカー
ド発行申請者に教えたＩＤと暗証番号とを知っていることが確認できたとして、発行許可
を照合結果とし、
　一致しているものがなければ、カード即時発行機（１０）の正面に立っている人物がカ
ード発行申請者に教えたＩＤと暗証番号とを知らないことが確認できたとして、発行不可
を照合結果とする。
【００７９】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）３３；
　サーバ（２０）のＣＰＵ（２１）は、照合結果をサーバ（２０）の第１通信装置（２６
）でカード即時発行機（１０）に送信する。
【００８０】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）３４；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、サーバ（２０）から照合結果をカード
即時発行機（１０）の通信装置（１９）で受信する。
【００８１】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）３５；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、照合結果を読み、
　照合結果が発行不可であるならば、ＳＴＥＰ３６に進み、
　照合結果が発行許可であるならば、ＳＴＥＰ３７に進む。
【００８２】
　Ｓ（ＳＴＥＰ）３６；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、ＩＤ又は暗証番号のいずれか、或は双
方が間違っているので、カードを発行できないことをカード即時発行機（１０）の表示装
置（１４）で表示して、ＥＮＤに進む。
【００８３】
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　Ｓ（ＳＴＥＰ）３７；
　カード即時発行機（１０）のＣＰＵ（１１）は、カード発行装置（１８）でカードを発
行する。
【符号の説明】
【００８４】
１０…カード即時発行機
１１…ＣＰＵ（中央処理装置）
１２…主記憶装置
１３…補助記憶装置
１４…表示装置
１５…入力装置
１６…エビデンスカメラ
１７…本人確認用カメラ
１８…カード発行装置
１９…通信装置
２０…サーバ
２１…ＣＰＵ（中央処理装置）
２２…主記憶装置
２３…補助記憶装置
２４…表示装置
２５…入力装置
２６…第１通信装置
２７…第２通信装置
３０…端末
３１…ＣＰＵ（中央処理装置）
３２…主記憶装置
３３…補助記憶装置
３４…表示装置
３５…入力装置
３６…カメラ
３７…通信装置
４０…第１ネットワーク
５０…第２ネットワーク
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