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(57)【要約】
　本発明によるユーザー登録方法は、複数の方式により
使い捨てパスワードを生成するプログラムが搭載された
使い捨てパスワード端末と、前記使い捨てパスワードユ
ーザーの有効性の有無を認証する認証サーバーと、使い
捨てパスワードサーバーと、前記使い捨てパスワードユ
ーザーの情報を記憶する使い捨てパスワードデータベー
スサーバーと、を備える環境下において、前記使い捨て
パスワード端末が前記使い捨てパスワード端末に使い捨
てパスワードユーザーを登録する方法に関する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の方式により使い捨てパスワードを生成するプログラムが搭載された使い捨てパス
ワード端末と、前記使い捨てパスワードユーザーの有効性の有無を認証する認証サーバー
と、使い捨てパスワードサーバーと、前記使い捨てパスワードユーザーの情報を記憶する
使い捨てパスワードデータベースサーバーと、を備える環境下において、前記使い捨てパ
スワード端末が前記使い捨てパスワード端末に使い捨てパスワードユーザーを登録する方
法であって、
　前記使い捨てパスワード端末が、当該使い捨てパスワードが用いられる機関のプロファ
イルと前記使い捨てパスワードを生成するプログラムのシリアル番号を前記使い捨てパス
ワードサーバーに要請する第１のステップと、
　前記使い捨てパスワード端末が、前記使い捨てパスワードサーバーにより発給された前
記シリアル番号と前記プロファイルを前記使い捨てパスワードサーバーから受信する第２
のステップと、
　前記使い捨てパスワード端末が前記プロファイル及び前記シリアル番号を前記使い捨て
パスワード端末に登録し、且つ、ＳＥＥＤ値を生成する第３のステップと、
　を含み、
　第２のステップにおいて受信された前記シリアル番号はユーザーにより前記認証サーバ
ーに転送されて登録され、前記プロファイルは当該使い捨てパスワードの生成方式に関す
る情報と前記機関の情報であり、前記使い捨てパスワード端末において前記プロファイル
により決定される使い捨てパスワードの生成方式によって使い捨てパスワードの生成を行
う、使い捨てパスワードのユーザー登録方法。
【請求項２】
　前記第１のステップから第４のステップを、使い捨てパスワードの生成方式の数に見合
う分だけ繰り返し行う、請求項１に記載の使い捨てパスワードのユーザー登録方法。
【請求項３】
　前記プロファイルは、使い捨てパスワードを何分ごとに再生成するかについての使い捨
てパスワードの生成間隔に関する情報、使い捨てパスワードの生成アルゴリズム情報、使
い捨てパスワードの長さ、生成されたパスワードのうち最後の桁をチェックサムとして用
いるかどうか、実行時にパスワードを設定するかどうか、サービス名、サービスロゴアイ
コン、顧客支援センターの案内文句のいずれか１種以上を含む、請求項１に記載の使い捨
てパスワードのユーザー登録方法。
【請求項４】
　複数の方式により使い捨てパスワードを生成するプログラムが搭載された使い捨てパス
ワード端末と、前記使い捨てパスワードユーザーの有効性の有無を認証する認証サーバー
と、使い捨てパスワードサーバーと、前記使い捨てパスワードユーザーの情報を記憶する
使い捨てパスワードデータベースサーバーと、を備える環境下において、前記使い捨てパ
スワード端末が前記使い捨てパスワード端末に使い捨てパスワードユーザーを登録するプ
ログラムが記録されたコンピュータにて読取り可能な記録媒体であって、
　前記使い捨てパスワード端末が、当該使い捨てパスワードが用いれる機関のプロファイ
ルと前記使い捨てパスワードを生成するプログラムのシリアル番号を前記使い捨てパスワ
ードサーバーに要請する第１のステップと、
　前記使い捨てパスワード端末が、前記使い捨てパスワードサーバーにより発給された前
記シリアル番号と前記プロファイルを前記使い捨てパスワードサーバーから受信する第２
のステップと、
　前記使い捨てパスワード端末が前記プロファイル及び前記シリアル番号を前記使い捨て
パスワード端末に登録し、且つ、ＳＥＥＤ値を生成する第３のステップと、
　を含み、
　第２のステップにおいて受信された前記シリアル番号はユーザーにより前記認証サーバ
ーに転送されて登録され、前記プロファイルは当該使い捨てパスワードの生成方式に関す
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る情報と前記機関の情報であり、前記使い捨てパスワード端末において前記プロファイル
により決定される使い捨てパスワードの生成方式によって使い捨てパスワードの生成を行
う、使い捨てパスワードのユーザー登録プログラム。
【請求項５】
　複数の方式により使い捨てパスワードを生成するプログラムが搭載された使い捨てパス
ワード端末と、前記使い捨てパスワードユーザーの有効性の有無を認証する認証サーバー
と、使い捨てパスワードサーバーと、前記使い捨てパスワードユーザーの情報を記憶する
使い捨てパスワードデータベースサーバーと、を備える環境下において、前記使い捨てパ
スワードサーバーがユーザーにより入力された第１の使い捨てパスワードを認証する方法
であって、
　前記使い捨てパスワードサーバーが前記認証サーバーからユーザー情報と第１の使い捨
てパスワードを受信する第１のステップと、
　前記ユーザー情報に基づいて、前記使い捨てパスワードデータベースサーバーにＳＥＥ
Ｄ値を問い合わせて受信する第２のステップと、
　前記ＳＥＥＤ値に基づいて、第２の使い捨てパスワードを生成する第３のステップと、
　前記第１の使い捨てパスワードと第２の使い捨てパスワードを比較し、その比較結果を
前記認証サーバーに転送する第４のステップと、
　を含み、
　前記第１の使い捨てパスワードはユーザーが前記使い捨てパスワード端末を用いて生成
して前記認証サーバーに転送する値である、使い捨てパスワードのユーザー認証方法。
【請求項６】
　複数の方式により使い捨てパスワードを生成するプログラムが搭載された使い捨てパス
ワード端末と、前記使い捨てパスワードユーザーの有効性の有無を認証する認証サーバー
と、使い捨てパスワードサーバーと、前記使い捨てパスワードユーザーの情報を記憶する
使い捨てパスワードデータベースサーバーと、を備える環境下において、前記使い捨てパ
スワードサーバーがユーザーにより入力された第１の使い捨てパスワードを認証するプロ
グラムが記録されたコンピュータにて読取り可能な記録媒体であって、
　前記使い捨てパスワードサーバーが前記認証サーバーからユーザー情報と第１の使い捨
てパスワードを受信する第１のステップと、
　前記ユーザー情報に基づいて、前記使い捨てパスワードデータベースサーバーにＳＥＥ
Ｄ値を問い合わせて受信する第２のステップと、
　前記ＳＥＥＤ値に基づいて、第２の使い捨てパスワードを生成する第３のステップと、
　前記第１の使い捨てパスワードと第２の使い捨てパスワードを比較し、その比較結果を
前記認証サーバーに転送する第４のステップと、
　を含み、
　前記第１の使い捨てパスワードはユーザーが前記使い捨てパスワード端末を用いて生成
して前記認証サーバーに転送する値である、使い捨てパスワードのユーザー認証プログラ
ム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨てパスワードのユーザー登録方法及び該方法を行うプログラムが記録
されたコンピュータにて読取り可能な記録媒体に係り、さらに詳しくは、一つの使い捨て
パスワード端末における複数の方式による使い捨てパスワードのユーザー登録方法と該方
法を行うプログラムが記録されたコンピュータにて読取り可能な記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　普通、パスワードは、ユーザーにより指定された固定値を有するが、ユーザーは、この
ようなパスワードが漏れないように管理する責任を負う。しかしながら、インターネット
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バンキングやフォンバンキングなどをするときには、通信網の途中においてユーザーが入
力するパスワードをハッキングしたり盗んだりして、このパスワードを用いてユーザーに
不測の被害を蒙らせる場合が多い。
【０００３】
　このような問題を予防するために登場したのが使い捨てパスワード（ワンタイムパスワ
ード：ＯＴＰ）であるが、この使い捨てパスワードは１回に限って有効となるものであり
、次回には他のパスワードが生成されるため、たとえ途中で誰かが盗んで、その盗んだ者
がそのパスワードを使用するとしても、そのときには既に有効なパスワードにならないた
め、固定値に維持される従来の固定パスワードに比べて保安性が増大する。
【０００４】
　使い捨てパスワードの生成は、別途の端末を用いたり、それとも、携帯電話などに使い
捨てパスワードの生成プログラムをダウンロードして、そのプログラムを用いて行うこと
ができる。生成された使い捨てパスワードは現金自動支払機（ＡＴＭ）やインターネット
バンキングなどに使用可能である。
【０００５】
　近年、使い捨てパスワードの有用性が広く知られるに伴い、多くの金融機関などにおい
て金融取引時に使い捨てパスワードを使用することを勧めているのが現状である。ところ
が、金融機関ごとに使い捨てパスワードを生成する方法が大いに異なる。すなわち、６４
ビット文字列及び１２８ビット文字列を使う方式、４桁または８桁を使う方式、数字のみ
を使う方式または文字と数字を組み合わせて使う方式などがあり、いくつかの機関におい
ては、ユーザーＩＤと同じ文字列及び生年月日を含んでいる数字列に対してはパスワード
の生成そのものを不可にしているのが現状である。
【０００６】
　このため、固定された生成方式をアルゴリズムとして含んでいるプログラムは、これと
は異なる生成方式を用いる機関のパスワードの生成には使用することができないため、複
数の金融機関と取引をしているユーザーの場合、複数の使い捨てパスワード端末を携帯し
たり、それとも、携帯電話などに複数の金融機関からダウンロードされた使い捨てパスワ
ードの生成プログラムを複数インストールしたりしなければならないという煩雑さがある
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は従来の技術の問題点を解消するためになされたものであり、その目的は、一つ
の使い捨てパスワードの生成プログラムだけでも生成方式が異なる、複数の金融機関にお
いて要求する使い捨てパスワードを生成して使用する可能な使い捨てパスワードのユーザ
ー登録方法を提供するところにある。また、本発明の他の目的は、該方法を行うプログラ
ムが記録されたコンピュータにて読取り可能な記録媒体を提供するところにある。
【０００８】
　すなわち、本発明は、使い捨てパスワード端末に一つのプログラムをインストールする
ことにより、それぞれの機関の使い捨てパスワードの生成方式に合わせて使い捨てパスワ
ードを生成及び登録する発明に関する。使い捨てパスワードサーバーにそれぞれの機関に
おいて使用する使い捨てパスワードの生成方式に関する情報を記憶しておいた後、ユーザ
ー（登録者）が選択する機関に合う使い捨てパスワードの生成方式に関する情報を使い捨
てパスワード端末に送信して、搭載されたプログラムが前記方式に合わせてパスワードを
生成する。このような構成により、一つのプログラムが搭載された使い捨てパスワード端
末を用いて、異なる使い捨てパスワードの生成方式を使用するそれぞれの機関のパスワー
ドをいずれも生成及び登録することが可能になる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による使い捨てパスワードのユーザー登録方法は、複数の方式により使い捨てパ
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スワードを生成するプログラムが搭載された使い捨てパスワード端末と、前記使い捨てパ
スワードユーザーの有効性の有無を認証する認証サーバーと、使い捨てパスワードサーバ
ーと、前記使い捨てパスワードユーザーの情報を記憶する使い捨てパスワードデータベー
スサーバーと、を備える環境下において、前記使い捨てパスワード端末が前記使い捨てパ
スワード端末に使い捨てパスワードユーザーを登録する方法であって、前記使い捨てパス
ワード端末が、当該使い捨てパスワードが用いられる機関のプロファイルと前記使い捨て
パスワードを生成するプログラムのシリアル番号を前記使い捨てパスワードサーバーに要
請する第１のステップと、前記使い捨てパスワード端末が、前記使い捨てパスワードサー
バーにより発給された前記シリアル番号と前記プロファイルを前記使い捨てパスワードサ
ーバーから受信する第２のステップと、前記使い捨てパスワード端末が前記プロファイル
及び前記シリアル番号を前記使い捨てパスワード端末に登録し、且つ、ＳＥＥＤ値を生成
する第３のステップと、を含み、第２のステップにおいて受信された前記シリアル番号は
ユーザーにより前記認証サーバーに転送されて登録され、前記プロファイルは当該使い捨
てパスワードの生成方式に関する情報と前記機関の情報であり、前記使い捨てパスワード
端末において前記プロファイルにより決定される使い捨てパスワードの生成方式によって
使い捨てパスワードの生成を行う。
【００１０】
　また、本発明によるユーザー認証方法は、複数の方式により使い捨てパスワードを生成
するプログラムが搭載された使い捨てパスワード端末と、前記使い捨てパスワードユーザ
ーの有効性の有無を認証する認証サーバーと、使い捨てパスワードサーバーと、前記使い
捨てパスワードユーザーの情報を記憶する使い捨てパスワードデータベースサーバーと、
を備える環境下において、前記使い捨てパスワードサーバーがユーザーにより入力された
第１の使い捨てパスワードを認証する方法であって、前記使い捨てパスワードサーバーが
前記認証サーバーからユーザー情報と第１の使い捨てパスワードを受信する第１のステッ
プと、前記ユーザー情報に基づいて、前記使い捨てパスワードデータベースサーバーにＳ
ＥＥＤ値を問い合わせて受信する第２のステップと、前記ＳＥＥＤ値に基づいて、第２の
使い捨てパスワードを生成する第３のステップと、前記第１の使い捨てパスワードと第２
の使い捨てパスワードを比較し、その比較結果を前記認証サーバーに転送する第４のステ
ップと、を含み、前記第１の使い捨てパスワードはユーザーが前記使い捨てパスワード端
末を用いて生成して前記認証サーバーに転送する値である。
【００１１】
　このような本発明の構成によれば、機関のプロファイルを使い捨てパスワードサーバー
から転送され、このプロファイルにより決定される使い捨てパスワードの生成方式によっ
て使い捨てパスワードの生成を行うので、複数の金融機関により指定される複数の方式に
よる使い捨てパスワードの生成を一つのプログラムにおいて行うことが可能になる。もち
ろん、金融機関の選択はプログラムにより行われる必要がある。
【００１２】
　前記第１のステップから第４のステップを使い捨てパスワードの生成方式の数に見合う
分だけ繰り返し行う。
【００１３】
　本発明によるコンピュータにて読取り可能な記録媒体は、上述したステップを行うプロ
グラムが記録されたコンピュータにて読取り可能な記録媒体である。
【００１４】
　この明細書及び図面において使用する使い捨てパスワードは、この技術が属する分野に
おける当業者同士では、ワンタイムパスワード（ＯＴＰ）という用語として用いられてい
る。
【００１５】
　本発明を行うための環境は、使い捨てパスワードを生成するプログラムが搭載された使
い捨てパスワード端末１０と、ユーザーのコンピュータ２０と、前記使い捨てパスワード
ユーザーの有効性の有無を認証する認証サーバー３０と、使い捨てパスワードサーバー４
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０と、前記使い捨てパスワードユーザーの情報を記憶する使い捨てパスワードデータベー
スサーバー５０と、を備えている。
【００１６】
　使い捨てパスワード端末１０は使い捨てパスワードを生成する端末であって、専用端末
であってもよく、使い捨てパスワードを生成するプログラムが搭載された携帯電話であっ
てもよい。コンピュータ２０は、通信網に接続されて認証サーバー３０と通信可能な電子
装置を網羅する。
【００１７】
　認証サーバー３０とは、使い捨てパスワードを取引時に活用する銀行など金融機関のサ
ーバーを意味し、認証サーバー３０には使い捨てパスワードユーザーの金融口座情報を含
むユーザー情報が記憶されている。前記使い捨てパスワードユーザーが使い捨てパスワー
ドサーバー４０にユーザー登録をするためには前記認証サーバー３０を介して認証を受け
る必要がある。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、使い捨てパスワードを生成するプログラムにおいて、複数の金融機関
が提供する複数の方式による使い捨てパスワードを一つのプログラムにおいて生成するこ
とができる。
【００１９】
　すなわち、一つのプログラムが搭載された使い捨てパスワード端末を用いて、異なる使
い捨てパスワードの生成方式を使用するそれぞれの機関のパスワードをいずれも生成及び
登録することが可能になるので、複数の金融機関と取引をしているユーザーの場合、複数
の使い捨てパスワード端末を携帯したり、それとも、携帯電話などに複数の金融機関から
ダウンロードされた使い捨てパスワードの生成プログラムを複数インストールしたりする
煩雑さを解消することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明によるユーザー登録方法におけるユーザー認証方法を示す図。
【図２】本発明によるユーザー登録過程を示す図。
【図３】本発明によるユーザー登録におけるキー共有過程を示す図。
【図４】本発明による使い捨てパスワード端末上における使い捨てパスワードユーザーの
登録過程を実現した一実施形態。
【図５】使い捨てパスワード端末を用いて使い捨てパスワードを生成して登録された機関
から認証を受ける過程を実現した一実施形態。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、添付図面に基づき、本発明の好適な実施形態を詳述する。
【００２２】
　先ず、図１には、本発明によるユーザー認証方法のフローチャートと、ユーザー認証方
法を行うための環境の構成要素が示してある。図１に示す過程においては、コンピュータ
などの電子装置を用いて金融取引を行う場合を想定している。
【００２３】
　ユーザーは、コンピュータなどの電子装置を用いてインターネットバンキングなどの金
融取引をするために自分が取引をしている金融機関のウェブサイトに接続する。この場合
、インターネットバンキングなどをするためには使い捨てパスワードが必要となる。
【００２４】
　先ず、使い捨てパスワード端末１０が第１の使い捨てパスワードを生成する（ステップ
Ｓ１０１）。前記第１の使い捨てパスワードは、図２に示す使い捨てパスワードのユーザ
ー登録過程のステップＳ２０９において生成されて暗号化された後に記憶されたＳＥＥＤ
値に基づいて生成されることが好ましい。
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【００２５】
　生成された第１の使い捨てパスワードをコンピュータ２０に入力すると、コンピュータ
２０は通信網を介して認証サーバー３０にユーザーのＩＤと第１の使い捨てパスワードを
転送する（ステップＳ１０３）。
【００２６】
　ここで、前記ユーザーのＩＤは、使い捨てパスワードを金融取引に使用する金融機関に
ユーザーが有している口座情報などを含む個人情報であってもよい。
【００２７】
　前記ユーザーのＩＤと第１の使い捨てパスワードを受信した認証サーバー３０は、ユー
ザーが有効なユーザーであるかどうかを確認する（ステップＳ１０４）。すなわち、図２
に示す使い捨てパスワードのユーザー登録過程のステップＳ２１０において、認証サーバ
ー３０に使い捨てパスワードユーザーとして登録されているかどうかを確認する。有効な
ユーザーであると確認されれば、ユーザー情報と第１の使い捨てパスワード値を使い捨て
パスワードサーバー４０に転送する（ステップＳ１０５）。前記ユーザー情報は、第１の
使い捨てパスワードが用いられる機関コードとユーザーＩＤなどであることが好ましい。
使い捨てパスワードサーバー４０は、転送された情報に基づいて、使い捨てパスワードデ
ータベースサーバー５０に前記第１の使い捨てパスワードが用いられる機関について当該
ユーザーのＳＥＥＤ値を問い合わせ、その返り値を受信する（ステップＳ１０６）。前記
ＳＥＥＤ値は、図２に示す使い捨てパスワードのユーザー登録過程のステップＳ２０８’
において使い捨てパスワードデータベースサーバー５０に転送された値であることが好ま
しい。
【００２８】
　ＳＥＥＤ値を受信した使い捨てパスワードサーバー４０は、前記ステップＳ１０６にお
いて受信したＳＥＥＤ値に基づいて、第２の使い捨てパスワードを生成する（ステップＳ
１０７）。そして、生成された第２の使い捨てパスワードと第１の使い捨てパスワードを
比較する（ステップＳ１０８）。次いで、その比較結果を認証サーバー３０に転送し（ス
テップＳ１０９）、認証サーバー３０は、既存の認証サーバーと連動して接続を完了する
（ステップＳ１１０）。
【００２９】
　もし、ユーザーが複数の金融機関と取引をしている場合、使い捨てパスワード端末１０
に複数の方式による使い捨てパスワードの生成を一つのプログラムにおいて行うようにユ
ーザー登録をする必要があるが、図２にはこのユーザー登録過程が示してある。
【００３０】
　先ず、ユーザーは、コンピュータ２０を用いて認証サーバー３０にログインする（ステ
ップＳ２０１）。次いで、認証サーバー３０はユーザーのコンピュータ２０に使い捨てパ
スワードの使用申請を行い（ステップＳ２０２）、使い捨てパスワードが用いられる機関
コードとユーザーのＩＤを使い捨てパスワードサーバー４０に転送する（ステップＳ２０
３）。前記機関コードとは、使い捨てパスワードが用いられる機関を他の機関から識別可
能な固有識別子を意味し、前記ユーザーのＩＤは使い捨てパスワードが用いられる機関に
ユーザーが有している口座情報を含む個人情報であってもよい。
【００３１】
　使い捨てパスワードサーバー４０は、使い捨てパスワードデータベースサーバーに機関
コードとユーザーのＩＤをさらに転送し、使い捨てパスワードデータベースサーバーはこ
れらの機関コードとユーザーのＩＤに基づいてユーザーのＩＤを登録する（ステップＳ２
０４）。
【００３２】
　一方、ユーザーは、使い捨てパスワード端末１０のバーチャルマシンを起動し（ステッ
プＳ２０５）、前記バーチャルマシンに含まれうる機関登録メニューを選択して操作を始
める。ここで、バーチャルマシンとは、当該技術分野における当業者により用いられる用
語であり、コンパイルされたバイナリーコードと実際にプログラムのコマンドを実行する
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マイクロプロセッサーとの間においてインターフェースの役割を果たすソフトウェアのこ
とをいう。
【００３３】
　前記バーチャルマシンは、機関登録メニューを用いて所定のランダム値を生成する。前
記ランダム値は、安定性のために、Nonceであることが好ましい。Nonceとは、通常のラン
ダム値とは異なり、同じ値が連続して生成されると、後続値を捨て、同一ではないランダ
ム値を再生成するものをいう。前記使い捨てパスワード端末１０は、バーチャルマシンを
介して前記生成されたランダム値を使い捨てパスワードサーバー４０に転送してもよく、
転送しないままで記憶してもよい。なお、使い捨てパスワードが用いられる機関のプロフ
ァイル及びシリアル番号を前記使い捨てパスワードサーバーに要請する（ステップＳ２０
６）。
【００３４】
　使い捨てパスワードサーバー４０は、前記要請に対してシリアル番号とＳＥＥＤ値を発
給する（ステップＳ２０７）。前記シリアル番号とは、使い捨てパスワード端末に搭載さ
れたプログラムが有する固有の番号を意味する。シリアル番号とＳＥＥＤ値は互いに関数
関係を持たずに生成される独立した値にすることが好ましく、ＳＥＥＤ値はシリアル番号
にマッピングされるユニークな情報にすることが好ましい。
【００３５】
　使い捨てパスワードサーバー４０は、使い捨てパスワード端末１０に、ステップＳ２０
６において要請された使い捨てパスワードが用いられる機関のプロファイルとステップＳ
２０７において発給されたシリアル番号を転送し（ステップＳ２０８）、使い捨てパスワ
ードデータベースサーバー５０にステップＳ２０７において発給されたＳＥＥＤ値を転送
する（ステップＳ２０８’）。使い捨てパスワードデータベースサーバー５０に記憶され
た前記ＳＥＥＤ値は、図１に示すユーザー認証過程の前記ステップＳ１０６においてＳＥ
ＥＤ値が一致するかどうかを確認するのに用いられる。
【００３６】
　使い捨てパスワード端末１０は、転送されたプロファイルとシリアル番号を登録し、別
途のＳＥＥＤ値を生成する（ステップＳ２０９）。すなわち、上記の転送情報は、ＳＥＥ
Ｄ値を用いた方式により暗号化されて処理される。
【００３７】
　ユーザーは、コンピュータ２０を介してステップＳ２０９において受信されたシリアル
番号を入力し、コンピュータ２０は、入力されたシリアル番号を認証サーバー３０に転送
することによりユーザー登録過程を終える（ステップＳ２１０）。このとき、最初の使い
捨てパスワード値を一緒に入力することが好ましく、前記最初のパスワードによりステッ
プＳ２０９において生成されたＳＥＥＤ値が暗号化されたままで記憶される。
【００３８】
　この過程は、顧客が取引をしている金融機関の数に見合う分だけ繰り返し行われてもよ
い。すなわち、ユーザーは、使い捨てパスワードを使用しようとする金融機関を選択し、
図２に示す過程を所望の金融機関の数に見合う分だけ繰り返し行うことにより、当該機関
のプロファイルと当該機関の当該ユーザーに対するＳＥＥＤ値を共有する。
【００３９】
　前記プロファイルは、使い捨てパスワードが用いられる機関の使い捨てパスワードの生
成方式に関する情報と前記機関そのものの情報を含む。好ましくは、使い捨てパスワード
を何分ごとに再生成するかについての使い捨てパスワードの生成間隔に関する情報、使い
捨てパスワードの生成アルゴリズム情報、使い捨てパスワードの長さ、生成されたパスワ
ードのうち最後の桁をチェックサムとして用いるかどうか、実行時にパスワードを設定す
るかどうか、サービス名、サービスロゴアイコン、顧客支援センターの案内文句などを含
んでいてもよい。
【００４０】
　前記使い捨てパスワードの生成アルゴリズムは、質疑応答方式、時間同期化方式、イベ
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ント同期化方式、組み合わせ方式などであることが一般的であるが、他の方式も採用可能
である。これは、当業者にとって周知のアルゴリズムである。
【００４１】
　使い捨てパスワード端末１０は、前記プロファイルが含む使い捨てパスワードが用いら
れる機関の使い捨てパスワードの生成方式によって使い捨てパスワードの生成を行う。前
記プロファイルは金融機関ごとに異なるように規定されているが、前記プロファイルが含
むそれぞれの金融機関別の使い捨てパスワードの生成方式を使い捨てパスワード端末１０
に転送し、使い捨てパスワード端末に搭載されたプログラムはこの金融機関別の使い捨て
パスワードの生成方式をパスワード生成時に適用することにより、一つのプログラムだけ
でそれぞれ異なる生成方式を有する使い捨てパスワードをいずれも生成することが可能に
なる。すなわち、パスワードの生成方式が使い捨てパスワード端末１０に搭載されたプロ
グラムに予め埋め込まれている方式ではなく、使い捨てパスワードサーバー４０から使い
捨てパスワードが用いられる機関の使い捨てパスワードの生成方式に関する情報を必要に
応じて受信して前記プログラムが使用する方式を採択することにより、一つのプログラム
だけでそれぞれ異なる生成方式を有する使い捨てパスワードをいずれも生成することが可
能になる。
【００４２】
　図３は、ユーザーが使い捨てパスワードを登録する過程においてＳＥＥＤを共有する過
程を示す図である。使い捨てパスワード端末１０と使い捨てパスワードサーバー４０は、
公開キーの暗号化により秘密キーを共有する方式を使用する。
【００４３】
　先ず、使い捨てパスワード端末１０が第１の一時ランダム値を生成する（ステップＳ３
０１）。前記ランダム値はNonceであることが好ましい。次いで、第１の一時ランダム値
を公開キー暗号化により使い捨てパスワードサーバー４０に転送し（ステップＳ３０２）
、使い捨てパスワードサーバー４０は第２の一時ランダム値を生成し（ステップＳ３０３
）、この第２の一時ランダム値を公開キー暗号化により使い捨てパスワード端末１０に転
送する（ステップＳ３０４）。このとき、第２の一時ランダム値が前記シリアル番号とし
て用いられることが好ましい。
【００４４】
　そして、使い捨てパスワード端末１０と使い捨てパスワードサーバー４０は、ステップ
Ｓ３０５とステップＳ３０６においてそれぞれ自分が生成した一時ランダム値と相手方が
生成した一時ランダム値を受信して秘密キーと組み合わせることによりＳＥＥＤを生成す
る。このため、前記ＳＥＥＤとしては、第１の一時ランダム値と第２の一時ランダム値と
秘密キーを変数としてハッシュした値を使用することが好ましい。
【００４５】
　ＳＥＥＤの生成→H(n)[Client Nonce | Server Nonce | Secret Key]
【００４６】
　図４は、本発明による使い捨てパスワード端末上において使い捨てパスワードユーザー
を登録する過程を実現した一実施形態である。図２に示すように、ユーザーは、使い捨て
パスワード端末１０のバーチャルマシンを起動し（ステップＳ２０５）、前記バーチャル
マシンに含まれうる機関登録メニューを選択して操作を始める。このとき、使い捨てパス
ワード端末においては新しい機関を登録するかを問い、これに肯定するような選択をすれ
ば、登録可能な機関の一覧が表示される。すると、ユーザーは登録する機関を選択する。
【００４７】
　この後、使い捨てパスワード端末は、選択された機関のプロファイル及びシリアル番号
を使い捨てパスワードサーバーに要請し、これと共にランダム値を生成して送信する。ラ
ンダム値を受信した使い捨てパスワードサーバーはシリアル番号とＳＥＥＤ値を発給し、
これをさらに使い捨てパスワード端末１０に送信すると、前記シリアル番号は使い捨てパ
スワード端末１０に表示される。併せて、最初の使い捨てパスワードを一緒に生成するこ
とも可能である。例示画面Ｅ４０４は使い捨てパスワードサーバーから発給されたシリア
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プログラムが前記受信した金融機関のプロファイルに合わせて生成した使い捨てパスワー
ドを表示する画面である。ユーザーは、前記シリアル番号と前記使い捨てパスワードをコ
ンピュータ２０を用いて認証サーバー３０に転送し、ユーザー登録を完了する（ステップ
Ｓ２１０）。
【００４８】
　図５は、使い捨てパスワード端末１０を用いて使い捨てパスワードを生成して登録され
た機関から認証を受ける過程を例示するものである。前記使い捨てパスワード端末１０を
起動すると登録された機関が表示され、所望の機関を選択すると、使い捨てパスワード端
末は使い捨てパスワードを生成する。これを用いて所望の金融取引（インターネットバン
キングの認証や現金自動支払機の認証など）時にユーザーの認証を受けることが可能にな
る。これについては、図１に基づいて詳述している。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明によれば、使い捨てパスワードを生成するプログラムにおいて、複数の金融機関
が提供する複数の方式による使い捨てパスワードを一つのプログラムで生成することがで
きる。
【００５０】
　すなわち、一つのプログラムが搭載された使い捨てパスワード端末を用いて、異なる使
い捨てパスワードの生成方式を使用するそれぞれの機関のパスワードをいずれも生成及び
登録することが可能になるので、複数の金融機関と取引をしているユーザーの場合、複数
の使い捨てパスワード端末を携帯したり、それとも、携帯電話などに複数の金融機関から
ダウンロードされた使い捨てパスワードの生成プログラムを複数インストールしたりする
煩雑さを解消することができる。
 
【図１】 【図２】
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