
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ある個人が同一人であることを確認するための装置において、
　前記個人が持ち運び可能な身元確認カードと、データベースに通信可能であって操作者
によって操作される受信局とからなり、
　前記データベースに通信可能な受信局から伝送された無線周波数信号に応答して、個人
の身元確認ファイルを内含する前記データベースに順次報告する入力トランスポンダ (１
６ )と、
　前記身元確認カードの発行を受けた個人に対して割当てられた唯一無二の記述および前
記カードを発行した発行局の識別を表わす１つの信号を伝送する記述トランスポンダ (１
７ )と、
　前記受信局で復号すべきであるとの識別子を伴う情報となるように、前記身元確認ファ
イルの場所コードに連携する暗号化コードを与える妥当性検査トランスポンダ (１８ )と、
　を備え、
　前記身元確認カードが前記入力トランスポンダ (１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )
と前記妥当性検査トランスポンダ (１８ )とを搭載しており、そして、前記身元確認カード
の構造が、
（一）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する前記入力トランスポンダ (
１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )とを有する情報部分（１３）と、前記妥当性検査
トランスポンダ (１８ )を有する妥当性検査部分（１４）とからなり、折畳み可能なベース
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層（１１）に折り線（１２）を設けて、前記情報部分（１３）と前記妥当性検査部分（１
４）とを前記折り線（１２）で分けて配置した構成、
（二）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する導電性トラック（１９、２
０）を配置してあり、妥当性検査部分 (１４ )にある前記妥当性検査トランスポンダ（１８
）と、情報部分（１３）にある入力トランスポンダ（１６）と記述トランスポンダ（１７
）のうちのいずれかと、前記導電性トラック（１９、２０）が電気的に接続しており、更
に、前記導電性トラック（１９、２０）が凡そ前記アンテナ（１５）を取り囲んで配置し
て、前記情報部分（１３）の外周側に前記妥当性検査部分（１４）を配置する関係になる
構成、
（三）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する前記入力トランスポンダ (
１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )とを有する情報部分（１３）の範囲の一部から伸
延するコネクタストリップ（２５）を妥当性検査部分として、その先端に前記妥当性検査
トランスポンダ（１８ａ）を有する構成、
のうち、（一）乃至（三）の少なくともいずれか一つの構成を成す前記身元確認カードと
、前記受信局とで構成することを特徴とする個人を確認するための身元確認装置。
【請求項２】
　前記受信局に対し読取り局アクセスコードを伝送し、且つ前記受信局に対し警報を与え
る入力キー構成要素 (２２ )を前記身元確認カードに有する請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記無線周波数信号の受理と応答信号の送信の間の時間的遅延を作り出すため、時間遅
延構成要素（２１）を前記身元確認カードに有する請求項１あるいは請求項２に記載の装
置。
【請求項４】
　前記妥当性検査部分（１４）は、前記身元確認カードに記録された情報が干渉を受けた
ことを受信局で調査するようにフラグを立てて、同時に、前記受信局で追加専用ファイル
に記憶するために、前記記録された情報を前記受信局で利用できる情報にする請求項１乃
至３のいずれかに記載の装置。
【請求項５】
　前記データベースに含まれる身元確認の為のデータは、前記身元確認カードの発行を受
けた個人のＤＮＡデータを含む非侵襲なバイオメトリック情報である請求項１乃至４のい
ずれかに記載の装置。
【請求項６】
　前記身元確認カードが、前記身元確認カードから前記受信局に情報を送信するための暗
号化手段を含む請求項１乃至５のいずれかに記載の装置。
【請求項７】
　前記身元確認カードが、その表面に画像読み取りが可能な模様または装飾を配置してあ
る請求項１乃至８のいずれかに記載の装置。
【請求項８】
　データベースにアクセスできる前記受信局が受ける情報は、その情報がアクセスされる
かまたはアクセスが試みられるごとに前記データベースの追加専用ファイルに追加される
請求項１乃至９のいずれかに記載の装置。
【請求項９】
　前記受信局の受ける前記情報は、前記受信局の操作者が利用可能であり、無許可とされ
る個人の身元確認の情報を含む請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　ある貨物の身元を確認するための装置において、
　前記貨物に取り付け可能な身元確認カードと、データベースと通信可能な受信局とから
なり、
　前記データベースに通信可能な受信局から伝送された無線周波数信号に応答して、前記
貨物の身元確認ファイルを内含する前記データベースに順次報告する入力トランスポンダ
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(１６ )と、
　前記身元確認カードの発行を受けた貨物に対して割当てられた唯一無二の記述および前
記カードを発行した発行局の識別を表わす１つの信号を伝送する記述トランスポンダ (１
７ )と、
　前記受信局で復号すべきであるとの識別子を伴う情報となるように、前記身元確認ファ
イルの場所コードに連携する暗号化コードを与える妥当性検査トランスポンダ (１８ )と、
　を備え、
　前記身元確認カードが前記入力トランスポンダ (１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )
と前記妥当性検査トランスポンダ (１８ )とを搭載しており、そして、前記身元確認カード
の構造が、
（一）前記受信局と通信する周回アンテナ１５に接続する前記入力トランスポンダ (１６ )
と前記記述トランスポンダ (１７ )とを有する情報部分（１３）と、前記妥当性検査トラン
スポンダ (１８ )を有する妥当性検査部分（１４）とからなり、折畳み可能なベース層（１
１）に折り線（１２）を設けて、前記情報部分（１３）と前記妥当性検査部分（１４）と
を前記折り線（１２）で分けて配置した構成、
（二）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する導電性トラック（１９、２
０）を配置してあり、妥当性検査部分 (１４ )にある前記妥当性検査トランスポンダ（１８
）と、情報部分（１３）にある入力トランスポンダ（１６）と記述トランスポンダ（１７
）のうちのいずれかと、前記導電性トラック（１９、２０）が電気的に接続しており、更
に、前記導電性トラック（１９、２０）が凡そ前記アンテナ（１５）を取り囲んで配置し
て、前記情報部分（１３）の外周側に前記妥当性検査部分（１４）を配置する関係になる
構成、
（三）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する前記入力トランスポンダ (
１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )とを有する情報部分（１３）の範囲の一部から伸
延するコネクタストリップ（２５）を妥当性検査部分として、その先端に前記妥当性検査
トランスポンダ（１８ａ）を有する構成、
のうち、（一）乃至（三）の少なくともいずれか一つの構成を成す前記身元確認カードと
、前記受信局とで構成することを特徴とする貨物の身元を確認するための身元確認装置。
【請求項１１】
　前記受信局に対し読取り局アクセスコードを伝送し、且つ前記受信局に対し警報を与え
る入力キー構成要素 (２２ )を前記身元確認カードに有する請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記無線周波数信号の受理と応答信号の送信の間の時間的遅延を作り出すため、時間遅
延構成要素（２１）を前記身元確認カードに有する請求項１０あるいは請求項１１に記載
の装置。
【請求項１３】
　前記妥当性検査部分（１４）は、前記身元確認カードに記録された情報が干渉を受けた
ことを受信局で調査するようにフラグを立てて、同時に、前記受信局で追加専用ファイル
に記憶するために、前記記録された情報を前記受信局で利用できる情報にする請求項１０
乃至１２のいずれかに記載の装置。
【請求項１４】
　前記データベースに含まれる身元確認の為のデータは、前記身元確認カードの発行を受
けた貨物の表面画像あるいは貨物の音響応答パターン等で特定される情報を含み、更に前
記身元確認カードの発行を受けた貨物の扱い関係者のＤＮＡデータを有する非侵襲なバイ
オメトリック情報を含むデータである請求項１０乃至１３のいずれかに記載の装置。
【請求項１５】
　前記身元確認カードが、前記身元確認カードから前記受信局に情報を送信するための暗
号化手段を含む請求項１０乃至１４のいずれかに記載の装置。
【請求項１６】
　前記身元確認カードが、その表面に画像読み取りが可能な模様または装飾を配置してあ
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る請求項１０乃至１５のいずれかに記載の装置。
【請求項１７】
　データベースにアクセスできる前記受信局が受ける情報は、その情報がアクセスされる
かまたはアクセスが試みられるごとに前記データベースの追加専用ファイルに追加される
請求項１０乃至１６のいずれかに記載の装置。
【請求項１８】
　前記受信局の受ける前記情報は、前記受信局の操作者が利用可能であり、無許可とされ
る貨物の身元確認の情報を含む請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　ある個人が同一人であることを確認するための身元確認のカードにおいて、
前記カードが、前記個人で持ち運び可能であり、且つデータベースに通信可能であって操
作者によって操作される受信局に前記個人の情報を送信可能であり、
　前記データベースに通信可能な受信局から伝送された無線周波数信号に応答して、個人
の身元確認ファイルを内含する前記データベースに順次報告する入力トランスポンダ (１
６ )と、
　前記身元確認カードの発行を受けた個人に対して割当てられた唯一無二の記述および前
記カードを発行した発行局の識別を表わす１つの信号を伝送する記述トランスポンダ (１
７ )と、
　前記受信局で復号すべきであるとの識別子を伴う情報となるように、前記身元確認ファ
イルの場所コードに連携する暗号化コードを与える妥当性検査トランスポンダ (１８ )と、
　を備え、
　前記身元確認カードが前記入力トランスポンダ (１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )
と前記妥当性検査トランスポンダ (１８ )とを搭載しており、そして、前記身元確認カード
の構造が、
（一）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する前記入力トランスポンダ (
１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )とを有する情報部分（１３）と、前記妥当性検査
トランスポンダ (１８ )を有する妥当性検査部分（１４）とからなり、折畳み可能なベース
層（１１）に折り線（１２）を設けて、前記情報部分（１３）と前記妥当性検査部分（１
４）とを前記折り線（１２）で分けて配置した構成、
（二）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する導電性トラック（１９、２
０）を配置してあり、妥当性検査部分 (１４ )にある前記妥当性検査トランスポンダ（１８
）と、情報部分（１３）にある入力トランスポンダ（１６）と記述トランスポンダ（１７
）のうちのいずれかと、前記導電性トラック（１９、２０）が電気的に接続しており、更
に、前記導電性トラック（１９、２０）が凡そ前記アンテナ（１５）を取り囲んで配置し
て、前記情報部分（１３）の外周側に前記妥当性検査部分（１４）を配置する関係になる
構成、
（三）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する前記入力トランスポンダ (
１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )とを有する情報部分（１３）の範囲の一部から伸
延するコネクタストリップ（２５）を妥当性検査部分として、その先端に前記妥当性検査
トランスポンダ（１８ａ）を有する構成、
のうち、（一）乃至（三）の少なくともいずれか一つの構成を成すことを特徴とする個人
を確認するための身元確認カード。
【請求項２０】
　前記受信局に対し読取り局アクセスコードを伝送し、且つ前記受信局に対し警報を与え
る入力キー構成要素 (２２ )を有する請求項１９に記載のカード。
【請求項２１】
　前記無線周波数信号の受理と応答信号の送信の間の時間的遅延を作り出すため、時間遅
延構成要素（２１）を有する請求項１９あるいは請求項２０に記載のカード。
【請求項２２】
　前記妥当性検査部分（１４）は、前記身元確認カードに記録された情報が干渉を受けた
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ことを受信局で調査するようにフラグを立てて、同時に、前記受信局で追加専用ファイル
に記憶するために、前記記録された情報を前記受信局で利用できる情報にする請求項１９
乃至２１のいずれかに記載のカード。
【請求項２３】
　前記データベースに含まれる身元確認の為のデータは、前記身元確認カードの発行を受
けた個人あるいは前記操作者のＤＮＡデータを有する非侵襲なバイオメトリック情報であ
る請求項１９乃至２２のいずれかに記載のカード。
【請求項２４】
　前記身元確認カードが、前記身元確認カードから前記受信局に情報を送信するための暗
号化手段を含む請求項１９乃至２３のいずれかに記載のカード。
【請求項２５】
　前記身元確認カードが、その表面に画像読み取りが可能な模様または装飾を配置してあ
る請求項１９乃至２４のいずれかに記載のカード。
【請求項２６】
　データベースにアクセスできる前記受信局が受ける情報は、その情報がアクセスされる
かまたはアクセスが試みられるごとに前記データベースの追加専用ファイルに追加される
請求項１９乃至２５のいずれかに記載のカード。
【請求項２７】
　前記受信局の受ける前記情報は、前記受信局の操作者が利用可能であり、無許可とされ
る個人の身元確認の情報を含む請求項２６に記載のカード。
【請求項２８】
　ある貨物の身元を確認するための身元確認のカードにおいて、
　前記カードが、前記貨物に取り付け可能であり且つデータベースに通信可能である受信
局に前記貨物の情報を送信可能であり、
　前記データベースに通信可能な受信局から伝送された無線周波数信号に応答して、前記
貨物の身元確認ファイルを内含する前記データベースに順次報告する入力トランスポンダ
(１６ )と、
　前記身元確認カードの発行を受けた貨物に対して割当てられた唯一無二の記述および前
記カードを発行した発行局の識別を表わす１つの信号を伝送する記述トランスポンダ (１
７ )と、
　前記受信局で復号すべきであるとの識別子を伴う情報となるように、前記身元確認ファ
イルの場所コードに連携する暗号化コードを与える妥当性検査トランスポンダ (１８ )と、
　を備え、
　前記身元確認カードが前記入力トランスポンダ (１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )
と前記妥当性検査トランスポンダ (１８ )とを搭載しており、そして、前記身元確認カード
の構造が、
（一）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する前記入力トランスポンダ (
１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )とを有する情報部分（１３）と、前記妥当性検査
トランスポンダ (１８ )を有する妥当性検査部分（１４）とからなり、折畳み可能なベース
層（１１）に折り線（１２）を設けて、前記情報部分（１３）と前記妥当性検査部分（１
４）とを前記折り線（１２）で分けて配置した構成、
（二）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する導電性トラック（１９、２
０）を配置してあり、妥当性検査部分 (１４ )にある前記妥当性検査トランスポンダ（１８
）と、情報部分（１３）にある入力トランスポンダ（１６）と記述トランスポンダ（１７
）のうちのいずれかと、前記導電性トラック（１９、２０）が電気的に接続しており、更
に、前記導電性トラック（１９、２０）が凡そ前記アンテナ（１５）を取り囲んで配置し
て、前記情報部分（１３）の外周側に前記妥当性検査部分（１４）を配置する関係になる
構成、
（三）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する前記入力トランスポンダ (
１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )とを有する情報部分（１３）の範囲の一部から伸
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延するコネクタストリップ（２５）を妥当性検査部分として、その先端に前記妥当性検査
トランスポンダ（１８ａ）を有する構成、
のうち、（一）乃至（三）の少なくともいずれか一つの構成を成すことを特徴とする貨物
の身元を確認するための身元確認カード。
【請求項２９】
　前記受信局に対し読取り局アクセスコードを伝送し、且つ前記受信局に対し警報を与え
る入力キー構成要素 (２２ )を有する請求項２８に記載のカード。
【請求項３０】
　前記無線周波数信号の受理と応答信号の送信の間の時間的遅延を作り出すため、時間遅
延構成要素（２１）を有する請求項２８あるいは請求項２９に記載のカード。
【請求項３１】
　前記妥当性検査部分（１４）は、前記身元確認カードに記録された情報が干渉を受けた
ことを受信局で調査するようにフラグを立てて、同時に、前記受信局で追加専用ファイル
に記憶するために、前記記録された情報を前記受信局で利用できる情報にする請求項２８
乃至３０のいずれかに記載のカード。
【請求項３２】
　前記データベースに含まれる身元確認の為のデータは、前記身元確認カードの発行を受
けた貨物の表面画像あるいは貨物の音響応答パターン等で特定される情報を含み、更に前
記身元確認カードの発行を受けた貨物の扱い関係者のＤＮＡデータを有する非侵襲なバイ
オメトリック情報を含むデータである請求項２８乃至３１のいずれかに記載のカード。
【請求項３３】
　前記身元確認カードが、前記身元確認カードから前記受信局に情報を送信するための暗
号化手段を含む請求項２８乃至３２のいずれかに記載のカード。
【請求項３４】
　前記身元確認カードが、その表面に画像読み取りが可能な模様または装飾を配置してあ
る請求項２８乃至３３のいずれかに記載のカード。
【請求項３５】
　データベースにアクセスできる前記受信局が受ける情報は、その情報がアクセスされる
かまたはアクセスが試みられるごとに前記データベースの追加専用ファイルに追加される
請求項２８乃至３４のいずれかに記載のカード。
【請求項３６】
　前記受信局の受ける前記情報は、前記受信局の操作者が利用可能であり、無許可とされ
る貨物の身元確認の情報を含む請求項３５に記載のカード。
【請求項３７】
　ある貨物の身元を確認するための身元確認のシールにおいて、
　前記シールが、前記貨物に取り付け可能であり且つデータベースに通信可能である受信
局に前記貨物の情報を送信可能であり、
　前記データベースに通信可能な受信局から伝送された無線周波数信号に応答して、前記
貨物の身元確認ファイルを内含する前記データベースに順次報告する入力トランスポンダ
(１６ )と、
　前記身元確認シールの発行を受けた貨物に対して割当てられた唯一無二の記述および前
記シールを発行した発行局の識別を表わす１つの信号を伝送する記述トランスポンダ (１
７ )と、
　前記受信局で復号すべきであるとの識別子を伴う情報となるように、前記身元確認ファ
イルの場所コードに連携する暗号化コードを与える妥当性検査トランスポンダ (１８ )と、
　を備え、
　前記身元確認カードが前記入力トランスポンダ (１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )
と前記妥当性検査トランスポンダ (１８ )とを搭載しており、そして、前記身元確認カード
の構造が、
（一）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する前記入力トランスポンダ (
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１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )とを有する情報部分（１３）と、前記妥当性検査
トランスポンダ (１８ )を有する妥当性検査部分（１４）とからなり、折畳み可能なベース
層（１１）に折り線（１２）を設けて、前記情報部分（１３）と前記妥当性検査部分（１
４）とを前記折り線（１２）で分けて配置した構成、
（二）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する導電性トラック（１９、２
０）を配置してあり、妥当性検査部分 (１４ )にある前記妥当性検査トランスポンダ（１８
）と、情報部分（１３）にある入力トランスポンダ（１６）と記述トランスポンダ（１７
）のうちのいずれかと、前記導電性トラック（１９、２０）が電気的に接続しており、更
に、前記導電性トラック（１９、２０）が凡そ前記アンテナ（１５）を取り囲んで配置し
て、前記情報部分（１３）の外周側に前記妥当性検査部分（１４）を配置する関係になる
構成、
（三）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する前記入力トランスポンダ (
１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )とを有する情報部分（１３）の範囲の一部から伸
延するコネクタストリップ（２５）を妥当性検査部分として、その先端に前記妥当性検査
トランスポンダ（１８ａ）を有する構成、
のうち、（一）乃至（三）の少なくともいずれか一つの構成を成すことを特徴とする貨物
の身元を確認するための身元確認シール。
【請求項３８】
　前記受信局に対し読取り局アクセスコードを伝送し、且つ前記受信局に対し警報を与え
る入力キー構成要素 (２２ )を有する請求項３７に記載のシール。
【請求項３９】
　前記無線周波数信号の受理と応答信号の送信の間の時間的遅延を作り出すため、時間遅
延構成要素（２１）を有する請求項３７あるいは請求項３８に記載のシール。
【請求項４０】
　前記妥当性検査部分（１４）は、前記身元確認カードに記録された情報が干渉を受けた
ことを受信局で調査するようにフラグを立てて、同時に、前記受信局で追加専用ファイル
に記憶するために、前記記録された情報を前記受信局で利用できる情報にする請求項３７
乃至３９のいずれかに記載のシール。
【請求項４１】
　前記データベースに含まれる身元確認の為のデータは、貨物に取り付けた前記身元確認
シールの発行を受けた前記貨物の表面画像あるいは前記貨物の音響応答パターン等で特定
される情報を含み、更に前記身元確認シールの発行を受けた貨物の扱い関係者のＤＮＡデ
ータを有する非侵襲なバイオメトリック情報を含むデータである請求項３７乃至４０のい
ずれかに記載のシール。
【請求項４２】
　前記身元確認シールが、前記身元確認シールから前記受信局に情報を送信するための暗
号化手段を含む請求項３７乃至４１のいずれかに記載のシール。
【請求項４３】
　前記身元確認シールが、その表面に画像読み取りが可能な模様または装飾を配置してあ
る請求項３７乃至４２のいずれかに記載のシール。
【請求項４４】
　データベースにアクセスできる前記受信局が受ける情報は、その情報がアクセスされる
かまたはアクセスが試みられるごとに前記データベースの追加専用ファイルに追加される
請求項３７乃至４３のいずれかに記載のシール。
【請求項４５】
　前記受信局の受ける前記情報は、前記受信局の操作者が利用可能であり、無許可とされ
る貨物の身元確認の情報を含む請求項４４に記載のシール。
【請求項４６】
　医療関係者、薬剤処方者、患者のいずれかである個人がそれぞれにおいて同一人である
ことを確認するための装置において、
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　前記個人が持ち運び可能な身元確認カードあるいは身元確認シールと、データベースに
通信可能である受信局とからなり、
　前記通信可能である情報が少なくとも医療条件か血液型の情報を含み、血液検査を行う
ことなく前記患者の血液型を決定するのに前記医療関係者により利用され得る情報であっ
て、また、遠隔地にいる前記患者に対し薬剤処方あるいは医療処置を行う前記医療関係者
により利用され得る情報であって、
　前記データベースに通信可能な受信局から伝送された無線周波数信号に応答して、前記
いずれかの個人の身元確認ファイルを内含する前記データベースに順次報告する入力トラ
ンスポンダ (１６ )と、
　前記身元確認カードあるいは身元確認シールの発行を受けた個人に対して割当てられた
唯一無二の記述および前記カードあるいはシールを発行した発行局の識別を表わす１つの
信号を伝送する記述トランスポンダ (１７ )と、
　前記受信局で復号すべきであるとの識別子を伴う情報となるように、前記身元確認ファ
イルの場所コードに連携する暗号化コードを与える妥当性検査トランスポンダ (１８ )と、
　を備え、
　前記身元確認カードあるいは身元確認シールが前記入力トランスポンダ (１６ )と前記記
述トランスポンダ (１７ )と前記妥当性検査トランスポンダ (１８ )とを搭載しており、そし
て、前記身元確認カードあるいは身元確認シールの構造が、
（一）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する前記入力トランスポンダ (
１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )とを有する情報部分（１３）と、前記妥当性検査
トランスポンダ (１８ )を有する妥当性検査部分（１４）とからなり、折畳み可能なベース
層（１１）に折り線（１２）を設けて、前記情報部分（１３）と前記妥当性検査部分（１
４）とを前記折り線（１２）で分けて配置した構成、
（二）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する導電性トラック（１９、２
０）を配置してあり、妥当性検査部分 (１４ )にある前記妥当性検査トランスポンダ（１８
）と、情報部分（１３）にある入力トランスポンダ（１６）と記述トランスポンダ（１７
）のうちのいずれかと、前記導電性トラック（１９、２０）が電気的に接続しており、更
に、前記導電性トラック（１９、２０）が凡そ前記アンテナ（１５）を取り囲んで配置し
て、前記情報部分（１３）の外周側に前記妥当性検査部分（１４）を配置する関係になる
構成、
（三）前記受信局と通信する周回アンテナ（１５）に接続する前記入力トランスポンダ (
１６ )と前記記述トランスポンダ (１７ )とを有する情報部分（１３）の範囲の一部から伸
延するコネクタストリップ（２５）を妥当性検査部分として、その先端に前記妥当性検査
トランスポンダ（１８ａ）を有する構成、
のうち、（一）乃至（三）の少なくともいずれか一つの構成を成す前記身元確認カードあ
るいは身元確認シールと、前記受信局とで構成することを特徴とする個人を確認するため
の身元確認装置。
【請求項４７】
　前記受信局に対し読取り局アクセスコードを伝送し、且つ前記受信局に対し警報を与え
る入力キー構成要素 (２２ )を前記身元確認カードあるいは身元確認シールに有する請求項
４６に記載の装置。
【請求項４８】
　前記無線周波数信号の受理と応答信号の送信の間の時間的遅延を作り出すため、時間遅
延構成要素（２１）を前記身元確認カードあるいは身元確認シールに有する請求項４６あ
るいは請求項４７に記載の装置。
【請求項４９】
　前記妥当性検査部分（１４）は、前記身元確認カードあるいは身元確認シールに記録さ
れた情報が干渉を受けたことを受信局で調査するようにフラグを立てて、同時に、前記受
信局で追加専用ファイルに記憶するために、前記記録された情報を前記受信局で利用でき
る情報にする請求項４６乃至４８のいずれかに記載の装置。
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【請求項５０】
　前記データベースに含まれる身元確認の為のデータは、前記身元確認カードあるいは身
元確認シールの発行を受けた貨物の表面画像あるいは貨物の音響応答パターン等で特定さ
れる情報を含み、更に前記身元確認カードあるいは前記身元確認シールの発行を受けた貨
物の扱い関係者のＤＮＡデータを有する非侵襲なバイオメトリック情報を含むデータであ
る請求項４６乃至４９のいずれかに記載の装置。
【請求項５１】
　前記身元確認カードあるいは身元確認シールが、前記身元確認カードあるいは身元確認
シールから前記受信局に情報を送信するための暗号化手段を含む請求項４６乃至５０のい
ずれかに記載の装置。
【請求項５２】
　前記身元確認カードあるいは身元確認シールが、その表面に画像読み取りが可能な模様
または装飾を配置してある請求項４６乃至５１のいずれかに記載の装置。
【請求項５３】
　データベースにアクセスできる前記受信局が受ける情報は、その情報がアクセスされる
かまたはアクセスが試みられるごとに前記データベースの追加専用ファイルに追加される
請求項４６乃至５２のいずれかに記載の装置。
【請求項５４】
　前記受信局の受ける前記情報は、前記受信局の操作者が利用可能であり、無許可とされ
る個人の身元確認の情報を含む請求項５３に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身元確認を提供する方法および装置に関する。
　本発明は、人物ならびに塗装および他の技巧物のような終生特有の身元を保持する唯一
無二の物品を身元確認するための方法および装置に対して特に適用されるが、それらにの
みに適用されるわけではない。以下、このような人物および物品をまとめて「個人または
個体」と呼ぶ。他の態様では、本発明は、貨物運送物品、たとえば船積みコンテナ、自動
車などを身元確認するために使用することもできる。
【背景技術】
【０００２】
　個人の身元確認は、選択された場所または施設、たとえば銀行、口座など、ならびに立
入り制限区域、たとえば保安ビルおよび空港ターミナルなどに対する無許可のアクセスま
たは通過を防止するために重要である。個人の身元確認は、旅行者の入国、特に国家間の
旅行者の入国に関して政府レベルの決定を下すのに特に重要である。
【０００３】
　国家間の旅行者は、空港ターミナルへの到着および／またはそこからの出発の際に、審
査官が、入国許可をもたない旅行者または入力制限を受けた個人のリストに詳細が載って
いる旅行者を身元確認する目的で、各旅行者に口頭で質問し、質問される人物を利用可能
な身分証明、たとえばパスポート、記憶リストおよびコンピュータファイルなどと比較す
ることに　よって各旅行者の証明書類を立証しようとするとき、混乱を招くような過度な
遅れを被ることがしばしばある。この入国審査はまた、訪問先の国を出入りする旅行者個
人の移動の詳細を記録するためにも利用される。
【０００４】
　現在、個人の身元確認に利用できる方法には、パスポート、入国制限情報の知識、たと
えばパスワード、持ち込み禁止物品の所持、たとえばパスキーまたは照会写真に写された
個人の身体的見かけがある。
【０００５】
　入国制限情報の知識または持ち込み禁止物品の所持に基づく保安は、情報をその正当な
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所有者から得ることができるため、発見されない限り、妥協せざるを得ないおそれがある
。その結果、そのような情報は、すべての場合に、特に、そのような身元確認を迅速に行
わなければならない場合に、個人の身元確認のための満足な方法を提供するわけではない
。
【０００６】
　一般に「バイオメトリック技術」と呼ばれる、身体的見かけに依存する方法、たとえば
指紋分析、温度記録図およびＤＮＡ分析は、身元確認の誤りに対してより強いと考えられ
ており、したがって、当局にとっては魅力的ではあるが、これまでのところ、うまく利用
することは困難である。たいてい、そのような方法は、検索し、アクセスするのが困難で
あったり、時間を要したりするおそれがある特定のバイオメトリックデータを含む膨大な
データバンクを必要とする。
【０００７】
　関係者以外立入り禁止区域への進入を制限する目的の、個人の身元確認のためのバイオ
メトリック技術を利用する一つの公知の方法は、関係者それぞれに、各個人に固有のバイ
オメトリックデータを含むカードを与えることを含む。このカードを読み取り局で差し出
すと、そのバイオメトリックデータがカードリーダなどによって読み取られ、そのカード
を差し出した個人と比較される。カードデータと、そのカードを差し出した個人から同時
に取得されたデータとの相関が高ければアクセスとなり、相関が低ければ拒否となる。し
かし、このシステムは、無許可のカードが製造され、そのカードが施設への無許可のアク
セスを得るために使用されるおそれを防ぐことはできない。
【０００８】
　もう一つの公知の方法は、個人によって差し出されたカード上のバイオメトリックデー
タを、前に作成しておいた、関係者個人のバイオメトリックデータのデータベースと比較
することを含む。このようなシステムは、カードをその正当な所有者から取得した個人に
よって翻弄されるおそれがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記の欠点の少なくとも一つを軽減し、確実かつ効率的に使用される身元確
認を提供する方法および装置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】
【００１０】
　前記を考慮すると、本発明は、一つの態様で、広義には、個人または貨物運送物品の身
元確認を提供する方法であって、
　個人または貨物運送物品の見かけおよび／または状態で特定される身元確認データのデ
ータベースを維持し；
　個人または貨物運送物品ごとに唯一無二の記述を提供して、データベース中の個人また
は貨物運送物品の身元確認データに対するアクセスを可能し；
　唯一無二の記述を含む、個人または物品が携帯するための身元確認手段を提供すること
を含む方法にある。
【００１１】
　データベースに含まれる身元確認データは、身元確認が可能な特性 (attribute)を表す
データであることができ、好ましくは、バイオメトリック情報、たとえば温度記録図、指
紋、写真、声紋、ＤＮＡ配列などを含む。好ましくは、バイオメトリック情報は、非侵襲
的に得ることができる情報であり、好適には、個人または物品を離れた場所から撮影する
ことによって所得または捕捉することができる情報である。個体または物品が生き物では
ないならば、身元確認が可能な他の特性、たとえば表面画像または音響応答パターンを用
い、これらの特性を表すデータをときおり更新して、その物品の劣化または変化を考慮に
入れることもできる。
【００１２】
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　好ましくは、データベースは、各個人または貨物運送物品に関する身元確認データの保
護された包み１個を含む。身元確認データの保護された包みは、２種以上の身元確認が可
能な特性、たとえば温度記録図および指紋を表すものでもよい。各包みには、履歴または
他の情報、たとえば医学的詳細、たとえば、個人または所有者の場合には血液型、貨物運
送物品の場合には製造元などを記録することができる１個以上の追加専用ファイルを添付
することもできる。
【００１３】
　データベースは、立入りを認める前に、個人または物品ごとに固有のデータがある唯一
無二の記述だけに結び付くことを保証するため、個人または貨物運送物品に関する身元確
認が可能な特性の既存データをチェックするように編成することもできるし、照合または
定義された類似がないかどうかをチェックしながらデータを連続的に調査して、ある個人
または物品に対して２個以上の記述の存在、すなわち偽造の存在を示すことができるよう
に編成することもできる。
【００１４】
　唯一無二の記述は、データベース中のアドレスのような、いかなる情報またはデータで
あってもよく、データベース中の個人または物品に関してファイルを孤立させるのに十分
であり、個人の名前、生年月日、国籍または同様な特徴を含むこともできる。しかし、好
ましくは、唯一無二の記述は、個人または物品に割り当てられた唯一無二のファイルコー
ドである。唯一無二の記述は、個人または物品、たとえば船積みコンテナを全世界ベース
で身元確認することができるよう、国際的な基準にしたがって編成することもできる。
　好ましくは、唯一無二の記述は、機械読み出し専用であり、保護手段によって保護する
ことができるタイプである。保護手段は、唯一無二の記述のコード化または暗号化であっ
てもよいし、保安アクセスコードまたはスタイルであるか、それらを含むものでもよい。
【００１５】
　好ましくは、身元確認手段は、以下に説明するような身元確認装置である。しかし、身
元確認手段は、他のいかなる適当な手段、たとえば、各個人が、データベース中の身元確
認データにアクセスするために暗唱し、差し出す番号またはコードであってもよい。
【００１６】
　もう一つの態様では、本発明は、広義には、
　携帯手段と；
　携帯手段によって運ばれる唯一無二の記述と；
を含む身元確認装置にある。
【００１７】
　携帯手段は、カード、トークン、飾り板などであることができ、唯一無二の記述をなん
らかの読み出し可能な形態でその上に含めることができる。好ましくは、唯一無二の記述
は、離れた場所から機械で読み出すことができるものである。たとえば、唯一無二の記述
は、離れたところにある画像システムまたはレーザもしくは赤外線スキャナなどによって
読み出すこともできる。好ましくは、身元確認装置は無線周波数信号に応答し、唯一無二
の記述が離れたところの受信局によって受信されるように送信される。
【００１８】
　携帯手段は、唯一無二の記述以外の情報を運ぶこともできる。たとえば、それは、いく
つかのデータベースのどれが詳細な審査を受ける特定の個人または物品の身元確認データ
を含むのかに関する情報を運び、それにより、読み出し局が該当するデータベースを速や
かに検索することを許す。このような追加情報もまた、唯一無二の記述とともに送信する
ことができる。しかし、好ましくは、携帯手段は、好適には、その携帯手段が発行された
個人以外の個人またはその携帯手段が発行された物品以外の個体に対する値の情報を運ば
ず、ただ、その個人または物品に関する身元確認データに対するアクセスを可能にするだ
けである。同様に、特定の物品に関して発行された身元確認装置の別の物品への移行は役
に立たない。
【００１９】

10

20

30

40

50

(11) JP 3831777 B2 2006.10.11



　身元確認装置はまた、受信局が、身元確認装置を他の一般に携帯されるプログラム可能
なカードなどの装置から区別するために用いることができる区別手段を含むこともできる
。本発明の好ましい形態では、区別手段は、他の装置が、身元確認装置による送信の前に
、それらの信号を送信し、それにより、受信装置が、プログラム可能なカードなどによっ
て送信された信号を、身元確認装置によって送信された信号から区別し、したがって、そ
れらの信号を捨てることを可能にするような内蔵時間遅延を含む。
【００２０】
　身元確認装置は、受信局が、アクセス手段によって開かれた後でだけ、唯一無二の記述
を受信するようにそれ自体を準備させるような、受信局へのアクセスを提供するためのア
クセス手段を含むこともできる。たとえば、アクセス手段は、受信局によって認識される
特定の信号ストリーム（データ信号の転送）を含むこともできる。身元確認装置はさらに
、前の信号に含まれる情報の妥当性をチェックするための妥当性検査手段を含むこともで
きる。好ましくは、妥当性検査手段は、身元確認装置に含まれる唯一無二の記述または他
の情報に干渉（改変）すること、または身元確認装置の部品に干渉することにより、調査
するように身元確認装置でフラグが立てられ、同時に、受信局で追加専用ファイルに記憶
するために受信局で利用できる情報として受信する。
【００２１】
　身元確認装置はまた、身元確認装置から受信局に送信された情報が、対応する復号手段
を利用する受信局によってしか理解されないような暗号化手段を含むこともできる。
　携帯手段がカードである本発明の好ましい形態では、発行された各カードに固有の身元
確認データは、そのカードを発行された個人に固有の身元確認データを含むデータベース
に適切に連結／関連していることができるデータベース中に維持される。そのようなカー
ド固有のデータは、たとえば、カードの表面に施された、画像読み取り装置によって読み
取ることができる模様または装飾を含むこともできる。あるいはまた、カード固有のデー
タは、トランスポンダに含まれる、離れた場所から読み取ることができる個々の信号であ
ってもよい。
【００２２】
　もう一つの態様において、本発明は、広義には、前記のようにして現在身元確認中であ
るか、身元確認される予定の個人の身元確認可能なグループの旅行を容易にする方法であ
って、
　グループの個人によって旅行の意図が示されたとき、または示されたのち、データベー
スにアクセスし、身元確認手段を使用してそのアクセスを可能にし；
　身元確認される個人のグループに関する身元確認データのパケットを編集し；
　データのパケットを、該身元確認されるグループが参集されるか、旅行の意図を確認す
るところの限局監視区域に回収し；
　回収した情報のパケットの各個人のデータを、限局監視区域で生成された対応するデー
タと比較し；
　データとで相関を示した個人が旅行を続けることを許すことを含む方法にある。
【００２３】
　本方法は、グループの旅行前またはより長期間の旅行の場合には拘束中のいずれかで、
比較的大きなデータベースに速やかに問い合わせて、容易に限局することができる比較的
小さなパケットのデータをアセンブルして、グループ中の個人の身元確認をほぼ即座に得
ることができ、それにより、出入りを制限される国境を越える個人の移動を容易にするこ
とができるという利点を提供する。
【００２４】
　データベースは、国際的なデータベースであってもよい。しかし、好ましくは、各国が
、自国民に関する情報を含む自国のデータベースを維持する。各国のデータベースはまた
、それぞれの国に以前に入国したことのある外国市民に関する情報を含むこともでき、そ
れにより、特定の国との間を頻繁に移動する人物に関するデータに容易にアクセスするこ
とができる。これは、追加専用ファイルに含めることができる。データベースは、出発局
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または目的地局からの指示を受けたときにアクセスすることができる。自国のデータベー
スはまた、裁判所の命令によって入国または出国を禁止されている個人または犯罪者とし
て知られる個人などに関する身元確認データを含む、出入りを制限される法的に監視され
る人の個人情報について監視データベースに含むこともできる。グループの全員をそのよ
うな監視データベースに速やかに照らして比較することができる。
【００２５】
　身元確認データのパケットは、身元確認される個人のグループの各メンバに関する包み
または身元確認データを含むことができ、いかなる個人のグループにも関連させることが
できる。グループは、特定の乗り物での移動、たとえば航空便、列車またはバスの旅行な
どのための切符をもつすべての乗客を含むこともできる。好ましい形態では、身元確認デ
ータは、各個人に固有の身元確認データ、たとえば個人の温度記録図を含み、旅行情報、
たとえば同行者および座席指定が追加専用ファイルに提供されている。これは、審査官が
個人に関する有用な情報を容易に身元確認するのに利用することができる情報および検査
来歴（ audit trail）を提供することができる。これは、ある個人が無許可であると身元
確認された場合に特に有利である。
【００２６】
　編集された身元確認データのパケットは、各個人の身元確認手段から取り出されたデー
タおよび個人によって提供される他のデータを含むこともできる。しかし、本発明の好ま
しい形態では、身元確認データは、データベースから検索される、各個人に固有のデータ
を含む。
【００２７】
　好ましくは、データのパケットは、出発局で編集される。ただし、自国のデータベース
または別の適当な編集局で編集し、一時的な記憶手段に記憶するように監視局に送信して
もよい。好ましくは、データのパケットは、無許可の人物による妨害を防止するため、暗
号化形態で送信される。
【００２８】
　限局監視区域は、出発空港または目的地空港に位置する監視局または他の適当な局であ
ることができ、データのパケットは、一つ以上の監視局で回収することもできる。本発明
の好ましい形態では、データのパケットは、それが一時的に記憶され、出発客との比較の
ために検索される出発空港で編集され、また、乗客が到着したときの乗客との比較のため
に目的地空港に送信される。
【００２９】
　好ましくは、各個人によって携帯される身元確認手段は、前記のように、離れた場所か
ら読み取ることができる唯一無二の記述を含む。このような身元確認手段は、離れたとこ
ろから監視され、データベース中の身元確認データと比較されることにより、個人の身元
の受動的な確認を可能にする必要な手段を個人に提供する。あるいはまた、個人は、通過
または監視局で、監視目的のため、自らの身元確認手段を読み取り装置に提示することを
求められるかもしれない。
【００３０】
　個人は、オペレータが、監視局で身元確認手段を読み取ったときにデータベースから自
動的に検索される画像の形態にある身元確認データを用いて目視的に比較することもでき
るが、比較は、人為的誤りまたは意図的な悪事を避けるよう、数学的または電子的に実施
される非主観的比較であることが好ましい。
【００３１】
　本発明の好ましい形態では、身元確認データは、 Prokowski への米国特許第５，１６３
，０９４号明細書に開示されているような適当な手段によって対応する乗客と比較するこ
とができる温度記録図である。
【００３２】
　もう一つの態様では、本発明は、広義には、船積みコンテナのような貨物運送物品の移
動を容易にする方法であって、
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　該物品を、該物品にアクセスするためには損傷しなければならない身元確認が可能なシ
ール手段でシールし；
　該シール手段および／または該物品に関する情報を該データベースに入力し；
　該シール手段を監視局でチェックして、その物品がアクセスされたかどうかを決定し；
　データを、該物品が格納される限局監視区域に回収し；
　物品に関する回収データを、限局監視区域で生成された対応するデータと比較し；
　データとで相関を示す物品を、さらに検査することなく、目的地に進ませることを含む
方法にある。
【００３３】
　好ましくは、貨物運送物品は、前記の身元確認を提供する方法にしたがって確認される
。また、物品を身元確認が可能な船積み移動に割り当てるとき、または割り当てたのち、
データベースにアクセスしてその物品の身元確認を可能にすることが好ましい。
【００３４】
　好ましくは、身元確認が可能なシール手段は、前記のような、物品の中身にアクセスす
るために破損しなければならないような方法で物品に取り付けられるように適当に形成さ
れた身元確認装置である。また、身元確認が可能なシール手段は、読み出し可能な形態で
その上に含まれる唯一無二のシール記述を有することが好ましい。たとえば、唯一無二の
シール記述は、個々のシールおよび／または個々の物品に関してファイルを孤立させるの
に十分である数字の配列であってもよい。身元確認が可能なシール手段は、唯一無二のシ
ール固有データ、たとえば、シール手段の表面に施され、画像読取り装置によって読むこ
とができる模様または装飾を含むものでもよい。あるいはまた、シール固有データは、ト
ランスポンダに含まれ、離れた場所から読むことができる個々の信号であってもよい。
【００３５】
　好適には、シール手段は、個体に対する値の情報を含まず、シール手段およびそのシー
ル手段が適用される物品に関連するデータベース中の情報に対するアクセスを可能にする
だけである。本発明の好ましい形態では、そのようなアクセスは、前記の身元確認を提供
する方法にしたがって身元確認される関係者だけに利用可能であり、アクセスの場所で収
集されたその関係者のバイオメトリックデータと、対応するデータベースに記憶されたバ
イオメトリックデータとの間に満足な相関が得られた後でしか達成されない。
【００３６】
　好ましくは、身元確認が可能なシール手段に関連する情報は、そのシール手段が適用さ
れる物品に関するデータベースに含まれる情報に加えられる。また、そのような情報が唯
一無二のシール記述を含み、それが追加ファイルとして入力されることが好ましい。その
ような追加ファイルは、より後の追加ファイルによって置き換えてもよいが、検査目的 (a
udit purpose)のため、現在および非現在の追加ファイルすべてをデータベース中に維持
することが好ましい。しかし、シール手段は、身元確認されない物品とで用いることもで
き、そのような場合、シール手段に関する情報を、海運代理業者に関するデータベースま
たは他の適当なデータベースに追加してもよい。
【００３７】
　追加ファイルは、物品および特定の船積み移動に関する情報を含むものでもよい。たと
えば、物品が船積みコンテナである場合、情報は、そのコンテナを梱包した作業員、梱包
日時、出発局、到着局など、およびコンテナの中身に関する詳細を含むこともできる。そ
のような情報は、関係者が直接追加してもよい。
【００３８】
　さらに、データベースは、身元確認が可能なシール手段に関する情報、たとえばその発
行時間および発行地、それを発行された個人または会社、海運代理業者コードまたは検査
目的に重要である他の同様な情報を含むことができる。好ましくは、そのような情報もま
た、関係者のみによって入力される。
【００３９】
　データベース中の情報との相関をチェックすることは、シール手段および物品の目視チ
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ェックを含むが、好ましくは、チェックは、離れたところにある監視区域から実施する。
　限局監視区域は、梱包区域、製造区域もしくは発送区域、出発港もしくは目的地港また
は他の適当な局に位置する監視局であってもよく、データのパケットは、一つ以上の監視
局で回収してもよい。
【００４０】
　多くの船積みコンテナまたは他の貨物運送物品のグループが一つの運搬用乗り物、たと
えば船もしくは列車によって運搬される本発明の一つの形態では、グループ中の各コンテ
ナに関する情報を含むデータのパケットは、各コンテナに関するデータベースにアクセス
することにより、出発港または他の適当な編集局で編集することもできる。このようなデ
ータのパケットは、一時的に記憶し、出発するコンテナとの比較のために回収することも
でき、また、到着したコンテナとの比較のために目的地港に送信することもできる。好ま
しくは、データのパケットは、関係者以外からの干渉を防ぐため、暗号化形態で送信され
る。
【００４１】
　有利には、出荷前または出荷中に比較的大きなデータベースに問い合わせて、容易に限
局することができる比較的小さなデータのパケットをアセンブルして、グループ中の物品
のほぼ即座の身元確認を達成し、それにより、出入りを制限される国境を越えるそれらの
移動を容易にすることができる。
【００４２】
　データベースは、国際的なデータベースであってもよいが、好ましくは、各国が、主要
な物品、たとえば船積みコンテナまたはその国で登録されている車に関する情報を含む自
国のデータベースを維持する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　本発明をより容易に理解し実践的に有効に利用できるようにするために、本発明の好ま
しい実施形態を例示する添付図面をここで参照する。
　図１ａは、身元確認カードの絵画的表示であり、
　図１ｂは、他の身元確認カードの絵画的表示であり、
　図１ｃは、コンテナシールの絵画的表示であり、
　図２は、許可された人物の旅行を容易にする方法のダイアグラム表示であり、
　図３および４は、システムの実現のための関連する機能部域およびデータベースの相互
接続のダイアグラム表示であり、
　図５は、自動車両の移動を容易にする方法のダイアグラム表示である。
【００４４】
　図１ａに例示されている無線周波数応答性身元確認カード１０は、カードを情報部分１
３と妥当性検査部分１４に分割する中心にある折り線１２を中心にして折畳み可能な財布
サイズの可撓性プラスチックベース層１１を含む。情報部分１３は、信号を受理するため
ベース層１１の中に埋め込まれた周回アンテナ１５を含む。アンテナ１５は、入力トラン
スポンダ１６、記述トランスポンダ１７および妥当性検査トランスポンダ１８に作動時に
接続されている。妥当性検査トランスポンダ１８は妥当性検査部分１４上にあり、それに
対する接続は、導電性トラック１９および２０により、折り線１２を横断して通過してい
る。無線周波数信号の受理と応答信号の送信の間の時間的遅延を作り出すため、時間遅延
構成要素２ が配置されている。
【００４５】
　トランスポンダ１６、１７および１８は、隣接する送信および受信局から伝送された無
線周波数に応答して順次報告するように配置されている。
【００４６】
　入力トランスポンダ１６は、受信局に対し読取り局アクセスコードを伝送し、かくして
受信局に対し有効な信号部分について警報を与えるように構成されている入力キー構成要
素２２を内含している。受信局は、こうして、トランスポンダ１６、１７および１８から
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さらなる信号部分を受理するために準備される。構成要素２２は、アクセスコードで始ま
らない何らかの信号を受信局が処理するのを有効に防止する。トランスポンダ１６は同様
に、関係する個人身元確認ファイルがデータベースに内含されている情報をも含んでいる
。
【００４７】
　記述トランスポンダ１７は、カードの発行を受けた個人に対し割当てられた唯一無二の
記述およびカードを発行した発行局の を表わす１つの信号を伝送する集積回路である
。記述トランスポンダ１７は、トランスポンダ１６の後ですぐにその信号を伝送する。
【００４８】
　トランスポンダ１８は、妥当性検査および暗号化コードを含む集積回路である。暗号化
コードは、カードに独特のものであり、受信局により記録された信号が、受信局に結びつ
けられた対応する復号手段によって復号されなくてはならない独特の識別子を伴う情報パ
ーセルとなるようにファイル場所コードと連動する。
【００４９】
　図１ｂに例示されている無線周波数応答性身元確認カード１０は、図１ａに関連して記
述したとおりの構成要素を含んでいる。しかしながら、この実施形態においては、妥当性
検査部分は情報部分と境界を画し、ここで導電性トラック１９および２０は実際にアンテ
ナ１５を取り囲んでいる。
【００５０】
　使用中、標準的に出発局と到着局の両方にある送信および受信局は、予め定められた時
間中、特定の周波数で有効化信号を伝送する。例えば、一人の個人により携帯されること
によって指定された範囲またはゾーン内で前記周波数で作動する全てのカードは、有効化
信号によって起動される。身元確認カードは、信号によって起動されるが、その他のカー
ドとは異なり、組込み応答時間遅延のためすぐには応答しない。時間的遅延の長さは、同
じ周波数で活動化される可能性のある全てのカードがそのメッセージを伝送して身元確認
カードによりその後伝送された信号が受信局によって明確かつ中断なく識別され受理され
得るようにするのに充分な時間的余裕を与えるように設定される。
【００５１】
　指定された時間的遅延の終わりで、入力トランスポンダ１６はその信号を受信局に伝送
し、受信局は次に、記述トランスポンダ１７からのメッセージ信号および妥当性検査トラ
ンスポンダ１８からの妥当性検査信号を受理するべく準備する。
【００５２】
　妥当性検査信号が予想どおりに受理された場合、妥当性検査トランスポンダ１８によっ
て伝送された信号内に包含された暗号化コードは、トランスポンダ１６および１７からの
メッセージと連動して暗号化されたメッセージを作成し、このメッセージは受信局によっ
て、送信準備完了状態の情報の１パーセルとして受理される。妥当性検査トランスポンダ
１８が応答しないかまたは記述トランスポンダ１７からの信号内に相違を指示した場合、
トランスポンダ１７により伝送されたメッセージは、トランスポンダ１８によって搬送さ
れる唯一無二の暗号化コードによって暗号化されない。しかしながら、メッセージはその
後、カードを読取る特定の受信局に特定的な暗号化コードによって暗号化される。こうし
て、メッセージは、個人がさらなる調査を要求していることの指示を提供する情報のフラ
グ付きパーセルとして準備される。
【００５３】
　図１（ｃ）は、図５に例示された方法の実行において図１（ｂ）のカードを内蔵する出
荷用コンテナのためのシールを例示している。妥当性検査トランスポンダの故障または記
述トランスポンダ１７からの信号内の相違は、シールアセンブリが除去されたかまたは壊
されたことそしてコンテナがアクセスを受けた可能性があることを示す。シールが「使い
捨てシール」であることがわかるだろう。この目的で、シールには、刃形スロット２６の
中に収容される、コンテナ扉に対してループを形成するループ形成ストリップ２７が含ま
れている。コンテナ本体に対するループ形成のために類似のループ形成ストリップ２８が
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具備されている。扉を開放しようという試みがなされた場合、導電性トラック１９および
２０または妥当性検査トランスポンダ１８ａが損傷を受けることになる。変形実施形態に
おいては、ループ形成ストリップ２８は、スロット２６に類似したスロットを含むサドル
で置換され、コネクタストリップ２５はスロット２６内を通ってコンテナの扉および本体
のまわりをロックすることができる。
【００５４】
　認可された人物による旅行を容易にすることは、図２、３および４で概略的に例示され
、以下で記述されている。海外旅行をしたいと考えている人は、上述のタイプの身元確認
カードを申請しその発行を受ける。カードは、カード発行局により発行され、そして該当
する唯一無二の記述がカード内にプログラミングされる。同時にかまたはそれに引き続い
て、各々の人物に唯一無二に選択された生物測定学的データ、適切にはサーモグラム（示
差熱分析曲線）が、唯一無二の記述によって指定されたファイルの場所でファイル保持局
のデータベース内に作成、記憶（好ましくはデジタル形態で）される。サーモグラムは好
ましくは、 Prokowski に対する米国特許第５，１６３，０９４号の中に記述されているタ
イプのものである。
【００５５】
　個人はその後、オーストラリアへ旅行したいという希望を表明するかもしれない。この
ような希望は、例えば、航空券の購入またはビザの申請によって表明され得る。この時点
で個人の身元確認データを読取ることができ、航空券は、カードの発行対象の人物の名前
で発券されることになる。
【００５６】
　この時点で、国内のデータベース内の個人の追加ファイルは、この個人がオーストラリ
アへ旅行し特定された期間中そこに滞在することを許可されていることを示すように更新
される。この個人は、自らの追加ファイルの更新時点で、自らの利益および記録のために
適切な受領書または航空券の発行を受けることができるが、このような受領証はいかなる
公的な目的にも使用されない。
【００５７】
　好ましい実施形態においては、個人のサーモグラムまたはその他の生物測定学的データ
は、データベースから検索されるかまたはこの時点で作成され、各々の特定のフライトに
ついて発券された個人に関してサーモグラムを照合するように配置された出発局データベ
ースの中に記憶される。かくして、各人物に特定的な情報ならびに許可された訪問の長さ
などまたは特定のフライト上の各人物に関する情報に対する迅速かつ容易なアクセスを可
能にするその他の情報が、出発の時点に先立って身元確認データパケットとして準備され
る。
【００５８】
　乗客は、出発ラウンジに向かってまたは出発ゲートを通って移動するにつれて、例えば
、最新のサーモグラムを作成するべく遠隔のスキャナによって走査され、この最新のサー
ムグラムは、各々の乗客を肯定的に身元確認するべく出発局データベース内に予めロード
されたサーモグラムと瞬時に比較され得る。
【００５９】
　最新のサーモグラムと出発局データベースサーモグラムの間の充分な相関関係により許
可を受けた乗客として肯定的に身元確認された乗客は、出発する航空機まで中断なく通過
することができる。相関関係が所要レベル未満である乗客は、さらなる身元確認のため指
定された部域に導かれる。このプロセスは、その航空機に搭乗する全ての人物について行
われる。
【００６０】
　出発局は同様に、好ましくは全ての乗客との比較のためにアクセスされる、出国を禁じ
られた人物の監視データベースの監視リストも維持することができる。出国を禁じられた
乗客として身元確認された人物は全て、航空機への搭乗を妨げされる可能性がある。
【００６１】
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　同時にまたはフライト中に時宜を得て、乗客データの全てを内含する情報データのパケ
ットは、目的地局に伝送され、ここで目的地局データベース内に記憶される。搭乗前の短
い時間で肯定的に身元確認されずかつ搭乗を許可された人物は、航空機がトランジット中
に比較的長い時間さらに調査される。かくして場合によって許可が立証された乗客は、目
的地空港へ容易に進入することができ、肯定的な身元確認を受けなかった乗客は、さらな
る身元確認のため拘留される。
【００６２】
　目的地空港では、全ての乗客は走査ステーションを通過し、ここで各々の乗客の身元確
認カードが遠隔制御で読取られ、かくしてそのカードについての記憶されたサーモグラム
が検索できるようになっている。各々の乗客は、検知されるカードを携帯する人物に焦点
をあてた遠隔サーモグラフィックスキャナによって同時にサーモグラムに記録される。サ
ーモグラムは比較され、充分な相関関係が達成された時点で、かかる人物は、自動的に監
視機器により起動され得る選択ゲートを通って係員によりさらに中断されることなく、そ
の目的の場所まで進む。適切には、選択ゲートは、さらに安全な調査を行うため無許可の
個人を人目につかずに拘束する。この時点で、目的地国内での各々の乗客の到着を記録す
るべく、追加データベースを自動的に更新することができる。
【００６３】
　代替的には、出発空港は、フライト上の個人の身元確認カードに内含されている情報を
パッケージし、これを到着目的地に送ることができ、この目的地は、善意の上陸客の自由
な通過を容易にするべく自ら使用するために身元確認日時のパケットをコンパイルする。
【００６４】
　好ましくは、データベースにアクセスできる各々の局は、個々の局アクセスコードを有
し、このような局を受持つ各々のオペレータは個別のオペレータコードを有する。適切に
はこの情報は、アクセスが行われるかまたは試みられるごとに追加専用ファイルに追加さ
れる。適切には、データベースにアクセスする許可は、生物測定学的（バイオメトリック
）相関関係を必要とする前述の方法と同様に提供される。したがって、前述した一連の処
理動作の検査来歴が維持され、ファイルを更新するオペレータの詳細な記述を含んで経歴
リポートを作成する方法で、各個人の許可された移動の記録（ログ）がとられる。
【００６５】
　受入れ国内の外国旅行者は自分の身元確認カードを携帯するだけでよい。特定の国に入
る許可があるか否かについて尋ねられた場合には、政府職員に同行して読取り局まで行く
だけでよく、そこで最新のサーモグラムをとらせ、また自分の身元確認カードを使用して
国内データベースをアクセスして各個人のサーモグラムおよび許可された旅行明細書を検
索することができる。
【００６６】
　前述のことに加えて、本発明は、国境地の横断箇所や刑務所といった防護された部域に
個人が出入りするのを監視するのにも使用することができる。その上、医療処置を受けて
いる人物のアイデンティティ（ＩＤ）を立証するためにも利用できる。例えば、データベ
ースは、医療条件、血液型などに関する情報を内含していてよく、このような情報は、負
傷者の血液型を決定するのに現地での血液検査を行うのではなくその人物のＩＤの確認受
理時点で病院関係者により利用され得る。有利にも、このような方法は時間を節約させて
くれる。代替的には、医師は、遠隔地にいる患者に対し、その患者のＩＤが正しく立証さ
れたという知識が保証された状態で前述の方法により患者のＩＤの立証時点で薬剤または
処置を処方することができる。
【００６７】
　出荷コンテナまたは自動車の移動を容易にする方法が、図５に概略的に示されている。
運送可能な物品に関して用いられている生物測定学的データという語は、表面画像といっ
たようなその物品に特定的な身元確認が可能な特性を意味している。
【００６８】
　定期的な輸出を希望する企業主体は、認可輸出業者となるべく申請を行うことが必要と
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なる。このような申請が承認された時点で、許可された企業主体が雇用する全ての従業員
に対して前述のような個人的身元確認装置が発行されることになる。出荷用コンテナに入
れて出荷されるべき個々の荷物の準備、梱包および内容に関する情報が、前述の方法に従
って身元確認されることになるその特定のコンテナに関する追加ファイルの中に入力され
る。閉鎖時点で、コンテナは、正式の発行当局により認可企業主体に対して発行されたと
おりにシールアセンブリで密封されることになる。シールの詳細がデータベース内に入力
され、追加ファイルとしてコンテナに関する身元確認データと統合されることになる。コ
ンテナが身元確認されていないコンテナである場合、シールの詳細は、出荷する企業主体
の詳細と統合される。許可された全ての輸出企業主体によって同じプロセスが実施される
ことになる。
【００６９】
　出荷ステーションに到着したコンテナは、輸出企業主体の発送ステーションと出荷ステ
ーションの間での各コンテナに対する無許可のアクセスをことごとく検査するためおよび
シールに対するあらゆる損傷について検査するため、遠隔走査される。特定の船に積込む
べき全てのコンテナに関する情報がコンパイルされて１つのデータパッケージを形成し、
このパッケージが目的地港へと伝送されることになる。
【００７０】
　目的地港において、コンテナは自動的に荷下ろされ走査されてシールが損傷を受けてい
ないかどうか見極められる。シールおよび身元確認データは伝送されたデータパケットと
比較される。コンテナの遠隔壁パネルの除去によってコンテナが進入を受けたか否かを見
極めるための目視も行うことができる。必要とあればコンテナの適切な部分に対して複数
の密封アセンブリを適用することができる。
【００７１】
　肯定的に身元確認され（すなわち伝送されたデータと目的地で得られたデータの間に適
切な相関関係をもち）かつ無傷のシールを有する（すなわち、シールが有効な信号を送っ
ている）コンテナは、さらなる検査なしで目的地港から誘導される。しかしながら、肯定
的に身元確認されないかまたは有効な信号を提供しないシールアセンブリを有するコンテ
ナは、さらなる調査のため検査局まで導かれることになる。
【００７２】
　この方法を使用することにより、善意の輸出企業主体によって発送された貨物は、無許
可の当事者が出荷中にコンテナに進入したかまたはシールが偶発的に損傷を受けたのでな
い限り、中断なく通過できることになる。したがって、この方法は、貨物の動きの効率を
改善するものと期待されている。
【００７３】
　当然のことながら、コストまたはその他の考慮事項により上述のような本発明に基づく
装置または方法の完璧な利用が保証されない場合には、本書に開示されているシステムの
別々の部分を有利に使用することができる。しかしながら、当然のことながら、上述のも
のは本発明の一例としてのみ与えられたものであり、当業者にとって明白となるような全
ての修正および変更が、本書に記述したとおりの本発明の広い範囲および領域の中に入る
ものとみなされる、ということもわかるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１（ａ）】図１ａは、身元確認カードの絵画的表示である。
【図１（ｂ）】図１ｂは、他の身元確認カードの絵画的表示である。
【図１（ｃ）】図１ｃは、コンテナシールの絵画的表示である。
【図２】図２は、許可された人物の旅行を容易にする方法のダイアグラム表示である。
【図３】図３は、システムの実現のための関連する機能部域およびデータベースの相互接
続のダイアグラム表示である。
【図４】図４は、システムの実現のための関連する機能部域およびデータベースの相互接
続のダイアグラム表示である。
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【図５】図５は、自動車両の移動を容易にする方法のダイアグラム表示である。

【 図 １ （ ａ ） 】 【 図 １ （ ｂ ） 】
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【 図 １ （ ｃ ） 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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