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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を入力する複数の入力キーと、
　この複数の入力キーに隣接して配置された電源キーと、
　前記入力キーの操作を検出する静電容量式のタッチセンサと、
　前記電源キーの操作を検出する、前記タッチセンサとは異なるキー操作検出手段と、
　このキー操作検出手段により前記電源キーの操作が検出されると、前記タッチセンサへ
の給電を開始する電源制御部と、
　さらに、前記タッチセンサが設けられたタッチセンサ基板と、
　このタッチセンサ基板および前記入力キーの間に配置され、前記入力キーに対応する位
置に金属製のドームが配列されたメタルドームシートと、
　前記キー操作検出手段および金属製のドームが設けられて、前記電源キーに対応する位
置に配置される電源キー基板と、
を備え、
　前記メタルドームシートが、前記電源キー基板に対応する部分を切り欠いた形状に形成
され、前記メタルドームシートおよび前記電源キー基板が、前記タッチセンサ基板上に配
置されたことを特徴とする取引端末装置。
【請求項２】
　前記キー操作検出手段は、前記電源キーの押下により接点を導通させるスイッチである
ことを特徴とする請求項１に記載の取引端末装置。
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【請求項３】
　前記入力キーおよび前記電源キーが、同一のキーシートに設けられたことを特徴とする
請求項１または請求項２に記載の取引端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力キーと電源キーとを備えた取引端末装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　クレジットカードやデビットカードなどによるキャッシュレスでの決済に用いられる取
引端末装置、いわゆるモバイル決済端末では、暗証番号が入力キーを用いて入力され、ま
た、決済センタやＩＣカードとの間の通信などに用いられる暗号鍵がメモリに保持されて
いる。そこで、取引端末装置に対する攻撃行為、いわゆるタンパを検知して、暗証番号や
暗号鍵などの機密情報が盗み取られて不正利用されることを防止する必要がある。
【０００３】
　このようなタンパにより機密情報が盗み取られることを防止する、すなわち、耐タンパ
性を確保する技術として、従来、機密情報を保持するメモリなどの電子部品が配置された
セキュリティエリアの周囲に、導電線を波形状に配したタンパ検知パターンを設けて、タ
ンパにより発生するタンパ検知パターンの断線やショートによりタンパを検知するように
して、タンパが検知されると、メモリに保持されている機密情報を消去する技術が知られ
ている（特許文献１，２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－３９７９号公報
【特許文献２】特開２００８－３３５９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　さて、取引端末装置には、暗証番号などの機密情報を入力する入力キーが設けられてい
るが、この入力キーが配列されたキーシートを取り外して、キーシートの裏側に、入力キ
ーの操作を検出するセンサを挿入して、入力キーによる入力情報を盗み取る攻撃行為が想
定される。そこで、前記従来の技術で開示されたタンパ検知パターンを、キーシートの裏
側、例えば、入力キーにクリック感を与えるためのドームシートに設けて、キーシートが
取り外されたことを検知する構成が考えられる。
【０００６】
　しかしながら、このような構成では、入力キーの操作に応じてタンパ検知パターンに変
形が生じることから、タンパ検知パターンに断線が生じてタンパの誤検知が発生するとい
う問題があった。また、ドームシートにタンパ検知パターンを設ける場合、タンパ検知パ
ターンを形成する層や、タンパ検知パターンを被覆する層が必要となり、これらの層によ
る多層構造により、ドームシートの変形特性が変化して、入力キーの操作感が悪化すると
いう問題があった。
【０００７】
　そこで、入力キーの操作を静電容量式のタッチセンサで検出するとともに、キーシート
を取り外してセンサを挿入した行為を、タッチセンサで検出される静電容量の変化により
検知する構成が考えられ、この構成により、タンパ検知パターンを設けることなく、耐タ
ンパ性を確保することができる。
【０００８】
　一方、取引端末装置には、電源をオン／オフする電源キーが設けられており、この電源
キーを、入力キーに隣接して配置して、電源キーの操作もタッチセンサで検出する構成が
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考えられるが、この場合、タッチセンサを常時動作させておく必要があるため、消費電力
が大きくなり、特に携帯型の取引端末装置では、バッテリーによる使用可能時間が短くな
るという問題がある。また、電源キーを、入力キーから離して配置することも可能である
が、この場合、電源キーのレイアウトが制限されるため、使い勝手が悪くなる場合がある
。
【０００９】
　本発明は、このような従来技術の問題点を解消するべく案出されたものであり、その主
な目的は、消費電力を削減するとともに、電源キーの使い勝手を向上させることができる
ように構成された取引端末装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の取引端末装置は、情報を入力する複数の入力キーと、この複数の入力キーに隣
接して配置された電源キーと、前記入力キーの操作を検出する静電容量式のタッチセンサ
と、前記電源キーの操作を検出する、前記タッチセンサとは異なるキー操作検出手段と、
このキー操作検出手段により前記電源キーの操作が検出されると、前記タッチセンサへの
給電を開始する電源制御部と、さらに、前記タッチセンサが設けられたタッチセンサ基板
と、このタッチセンサ基板および前記入力キーの間に配置され、前記入力キーに対応する
位置に金属製のドームが配列されたメタルドームシートと、前記キー操作検出手段および
金属製のドームが設けられて、前記電源キーに対応する位置に配置される電源キー基板と
、を備え、前記メタルドームシートが、前記電源キー基板に対応する部分を切り欠いた形
状に形成され、前記メタルドームシートおよび前記電源キー基板が、前記タッチセンサ基
板上に配置された、構成とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、待機状態でタッチセンサに給電する必要がないため、消費電力を削減
することができ、特に携帯型の取引端末装置では、バッテリーの電力を節約して、長時間
の使用が可能になる。また、入力キーに隣接して電源キーが配置されるため、電源キーの
使い勝手を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態に係る取引端末装置１の斜視図
【図２】取引端末装置１の背面図
【図３】取引端末装置１の縦断面図
【図４】セキュリティモジュール３８の正面図
【図５】図４に示したＡ－Ａ線で切断したセキュリティモジュール３８の断面図
【図６】キーパッド部５の分解斜視図
【図７】図４に示したＡ－Ａ線で切断したキーパッド部５の断面図
【図８】図４に示したＢ－Ｂ線で切断したキーパッド部５の断面図
【図９】図４に示したＣ－Ｃ線で切断したキーパッド部５の断面図
【図１０】取引端末装置１の概略構成を示す機能ブロック図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　前記課題を解決するためになされた第１の発明は、情報を入力する複数の入力キーと、
この複数の入力キーに隣接して配置された電源キーと、前記入力キーの操作を検出する静
電容量式のタッチセンサと、前記電源キーの操作を検出する、前記タッチセンサとは異な
るキー操作検出手段と、このキー操作検出手段により前記電源キーの操作が検出されると
、前記タッチセンサへの給電を開始する電源制御部と、を備えた構成とする。
【００１５】
　これによると、待機状態でタッチセンサに給電する必要がないため、消費電力を削減す
ることができ、特に携帯型の取引端末装置では、バッテリーの電力を節約して、長時間の
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使用が可能になる。また、入力キーに隣接して電源キーが配置されるため、電源キーの使
い勝手を向上させることができる。
【００１６】
　また、第２の発明は、前記キー操作検出手段は、前記電源キーの押下により接点を導通
させるスイッチである構成とする。
【００１７】
　これによると、スイッチのオン／オフを低消費電力のプロセッサで監視することができ
るため、待機電力が小さくなり、消費電力を削減することができる。
【００１８】
　また、第３の発明は、前記入力キーおよび前記電源キーが、同一のキーシートに設けら
れた構成とする。
【００１９】
　これによると、電源キーを入力キーと同一の面に並べて配置することができるため、操
作性を高めることができる。また、単一のキーシートで済むことから、部品点数を削減す
ることができる。
【００２０】
　また、第４の発明は、さらに、前記タッチセンサが設けられたタッチセンサ基板と、こ
のタッチセンサ基板および前記入力キーの間に配置され、前記入力キーに対応する位置に
金属製のドームが配列されたメタルドームシートと、前記キー操作検出手段および金属製
のドームが設けられて、前記電源キーに対応する位置に配置される電源キー基板と、を備
え、前記メタルドームシートが、前記電源キー基板に対応する部分を切り欠いた形状に形
成され、前記メタルドームシートおよび前記電源キー基板が、前記タッチセンサ基板上に
配置された構成とする。
【００２１】
　これによると、入力キーおよび電源キーとその操作を検出する部品とで構成されるキー
パッド部の厚みを小さくすることができるため、装置の小型化を図ることができる。また
、入力キーおよび電源キーに同様の金属製のドームが設けられるため、入力キーと電源キ
ーとで同様の操作感を得ることができる。
【００２２】
　また、第５の発明は、情報を入力する複数の入力キーと、この複数の入力キーに隣接し
て配置された電源キーと、前記入力キーの操作を検出する静電容量式のタッチセンサと、
前記電源キーの操作を検出する、前記タッチセンサとは異なるキー操作検出手段と、この
キー操作検出手段により前記電源キーの操作が検出されると、前記タッチセンサへの給電
を開始する電源制御部と、を備えた構成とする。
【００２３】
　これによると、第１の発明と同様に、消費電力を削減するとともに、電源キーの使い勝
手を向上させることができる。
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
【００２５】
　図１は、本実施形態に係る取引端末装置１の斜視図である。図２は、図１に示した取引
端末装置１の背面図である。図３は、図１に示した取引端末装置１の縦断面図である。
【００２６】
　図１に示すように、この取引端末装置１は、クレジットカードやデビットカードなどと
しての磁気カードＣ１、接触型ＩＣカードＣ２、および非接触型ＩＣカード（図示せず）
などを用いてキャッシュレスで決済を行うモバイル決済端末であり、筐体２の前面３に、
表示入力パネル４と、キーパッド部５と、が配置されている。
【００２７】
　筐体２は、アッパーケース２ａおよびロアーケース２ｂで構成されている。表示入力パ
ネル４は、液晶表示パネルとタッチパネルとを組み合わせた、いわゆるタッチパネルディ
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スプレイである。この表示入力パネル４は、その周縁部を枠パネル７で覆われるように設
けられている。キーパッド部５には、複数の操作キー、具体的には電源キーと、テンキー
およびファンクションキーなどの入力キーとが配列されている。また、筐体２の側面部分
には、電源プラグおよびメモリカードスロットを覆うカバー６が設けられている。
【００２８】
　図２に示すように、筐体２の背面側には、カメラ８と、スピーカ９と、接続端子１０と
、が設けられている。カメラ８は、バーコードなどを撮影するものである。スピーカ９は
、アラーム音などの音声を出力するものである。接続端子１０は、図示しないクレードル
の接続端子に接続されて、充電用の電力を供給するものである。
【００２９】
　図３に示すように、この取引端末装置１は、感熱式のプリンタ１２と、磁気カードリー
ダ１３と、接触型ＩＣカードリーダ１４と、を備えている。プリンタ１２では、記録紙を
ロール状に巻いたロール紙ＲＰから引き出された記録紙に印字が行われて排紙口１６から
排出される。磁気カードリーダ１３は、筐体２に設けられたカードスロット１７に挿入さ
れた磁気カードＣ１を読み取るものである（図１参照）。接触型ＩＣカードリーダ１４は
、筐体２に設けられたカードスロット１８に挿入された接触型ＩＣカードＣ２を読み取る
ものである（図１参照）。
【００３０】
　また、筐体２の内部には、ＮＦＣアンテナ２１と、通信モジュール２２と、バッテリー
２３と、が設けられている。ＮＦＣアンテナ２１は、ＮＦＣ（近距離無線通信）により電
子マネー機能を備えた非接触型ＩＣカードなどとの間で通信を行うものである。通信モジ
ュール２２は、決済処理システムのサーバなどとの間で無線通信を行うものである。
【００３１】
　バッテリー２３は、取引端末装置１の各部に給電するものである。このバッテリー２３
が収容されるバッテリー収容部２４には、バッテリー２３を出し入れするための開口を閉
鎖するバッテリーカバー２５が設けられている。
【００３２】
　このように取引端末装置１は、磁気カード、接触型ＩＣカード、非接触型ＩＣカードな
どを用いてキャッシュレスで決済が行われ、その決済の内容を記録した控票を印字するこ
とができる。このほか、取引端末装置１では、ＩＤカードを用いたユーザ認証、例えば取
引端末装置１の使用者を認証する機能を備えたものとしてもよい。
【００３３】
　また、筐体２の内部における表示入力パネル４の背面側には、メイン基板３１と、サブ
基板３２と、が設けられている。このメイン基板３１およびサブ基板３２には、取引端末
装置１の各部を制御するための各種の電子部品が実装されている。例えば、メイン基板３
１には、表示入力パネル４を構成する液晶表示パネルおよびタッチパネルが接続され、そ
れらの制御を行う電子部品が実装されている。
【００３４】
　また、筐体２の内部におけるキーパッド部５の背面側には、タッチセンサ基板３４と、
セキュリティエリアメイン基板３５と、が配置されており、これらの基板３４，３５と、
これらの基板３４，３５の間隔に保持するためのフレーム部材３６とが、磁気カードリー
ダ１３と接触型ＩＣカードリーダ１４とともに、モジュールケース３７に収容されて、セ
キュリティモジュール３８を構成している。
【００３５】
　次に、図３に示したセキュリティモジュール３８について説明する。図４は、図３に示
したセキュリティモジュール３８の正面図である。図５は、図４に示したＡ－Ａ線で切断
したセキュリティモジュール３８の断面図である。
【００３６】
　図４に示すように、キーパッド部５は、複数の入力キー４１と、電源キー４２とが配列
されたキーシート４３を備えている。図４に示す例では、入力キー４１として、テンキー
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、ファンクションキー、訂正キー、確定キーが設けられており、これらの入力キー４１を
操作することで、暗証番号などの機密情報を入力することができる。なお、テンキーでは
、英字も入力することができる。
【００３７】
　キーシート４３の裏側には、タッチセンサ基板３４が配置されている。このタッチセン
サ基板３４では、入力キー４１の操作を検出する静電容量式のタッチセンサが表面に設け
られている。
【００３８】
　図５に示すように、セキュリティモジュール３８では、モジュールケース３７の前面側
の開口部を閉鎖するようにタッチセンサ基板３４が配置されている。タッチセンサ基板３
４の裏面側には、タッチセンサの出力信号を処理する制御回路などが実装されている。
【００３９】
　セキュリティエリアメイン基板３５には、暗証番号や暗号鍵などの機密情報を記憶する
フラッシュメモリなどの電子部品が実装されている。また、セキュリティエリアメイン基
板３５には、以下に説明するタンパ検知パターンに電気的に接続されて、タンパを検知す
るタンパ検知回路が実装されている。
【００４０】
　タッチセンサ基板３４およびセキュリティエリアメイン基板３５には、導電線を波形に
配置したタンパ検知パターンが設けられている。
【００４１】
　フレーム部材３６は、タッチセンサ基板３４およびセキュリティエリアメイン基板３５
を所定の間隔をおいて対向配置した状態に支持するものである。このフレーム部材３６に
は、タンパ検知パターンが設けられたセキュリティシート５５が、タッチセンサ基板３４
およびセキュリティエリアメイン基板３５とで区画された空間の外周部を周回するように
貼り付けられている。
【００４２】
　これにより、タッチセンサ基板３４およびセキュリティエリアメイン基板３５とで区画
されたセキュリティエリアが、タンパ検知パターンを備えたタッチセンサ基板３４とセキ
ュリティエリアメイン基板３５とセキュリティシート５５とで周囲を覆われた状態となっ
ており、これらの部材に設けられたタンパ検知パターンにより、タッチセンサ基板３４お
よびセキュリティエリアメイン基板３５に実装された電子部品や、接触型ＩＣカードリー
ダ１４が保護され、機密情報を記憶するフラッシュメモリの記憶情報や、入力キー４１に
よる入力情報や、接触型ＩＣカードリーダ１４による読み取り情報を盗み取る攻撃行為に
対して、耐タンパ性を確保することができる。
【００４３】
　また、モジュールケース３７では、セキュリティモジュール３８に関する耐タンパ性を
確保する観点から弱点となる部位、具体的には、モジュールケース３７におけるバッテリ
ー収容部２４（図３参照）に面した部分の内面に、セキュリティシート５８が貼り付けら
れている。これにより、磁気カードリーダ１３が保護され、磁気カードリーダ１３による
読み取り情報を盗み取る攻撃行為に対して、耐タンパ性を確保することができる。
【００４４】
　次に、図４に示したキーパッド部５について説明する。図６は、キーパッド部５の分解
斜視図である。図７は、図４に示したＡ－Ａ線で切断したキーパッド部５の断面図である
。図８は、図４に示したＢ－Ｂ線で切断したキーパッド部５の断面図である。図９は、図
４に示したＣ－Ｃ線で切断したキーパッド部５の断面図である。
【００４５】
　図６に示すように、キーシート４３およびタッチセンサ基板３４との間には、メタルド
ームシート４４が配置される（図８参照）。また、キーシート４３およびタッチセンサ基
板３４との間には、電源キー基板４５が配置される（図９参照）。キーシート４３と、メ
タルドームシート４４と、電源キー基板４５と、タッチセンサ基板３４とでキーパッド部
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５が構成される。
【００４６】
　キーシート４３は、複数の入力キー４１および電源キー４２と、これらを初期位置と押
下位置との間で変位可能に支持する支持部材とで構成される。入力キー４１および電源キ
ー４２は、アッパーケース２ａに形成された孔に嵌め込まれて、筐体２の前面３に露出す
る（図１参照）。
【００４７】
　メタルドームシート４４は、金属製のドーム６１を合成樹脂製のシート材６２に配列し
たものであり、キーシート４３に設けられた複数の入力キー４１に対応する位置にドーム
６１が配置されている。このメタルドームシート４４は、電源キー基板４５に対応する部
分を切り欠いた形状に形成され、このメタルドームシート４４および電源キー基板４５が
、キーシート４３とタッチセンサ基板３４との間に配置される。
【００４８】
　このようにメタルドームシート４４を用いることで、良好なクリック感を得ることがで
き、入力キー４１の操作性を高めることができる。また、メタルドームシート４４を採用
すると、ゴム製のドームを用いた構成や、ゴム製のキー自体の弾性変形でクリック感を得
る構成と比較して、キーパッド部５の厚みを小さくすることができるため、装置の小型化
を図ることができる。
【００４９】
　電源キー基板４５は、電源キースイッチ（図示せず）および金属製のドーム６５が樹脂
製のシート材６６に一体的に形成されたものである。電源キースイッチは、電源キーの押
下により接点を導通させるものであり、例えばメンブレンスイッチで構成することができ
る。この電源キー基板４５は、金属製のドーム６５を備えているため、電源キー４２で入
力キー４１と同様の操作感を得ることができる。電源キー基板４５から引き出された配線
は、表示入力パネル４の裏側のメイン基板３１に接続される（図３参照）。
【００５０】
　また、タッチセンサ基板３４には、キーシート４３に設けられた入力キー４１および電
源キー４２を照明する複数の光源７１が設けられている。この光源７１は、ＬＥＤなどの
発光素子で構成される。光源７１は、タッチセンサ基板３４におけるタッチセンサ領域の
隙間に配置されている。
【００５１】
　また、キーシート４３には、光源７１が発する光が入射する入光部７２が設けられてい
る。この入光部７２は、入力キー４１および電源キー４２の間の隙間に形成されている。
また、この入光部７２は、コ字形状の断面をなし、キーシート４３の平板状部分７５から
突出するように形成されている（図７参照）。
【００５２】
　メタルドームシート４４には、タッチセンサ基板３４の光源７１およびキーシート４３
の入光部７２に対応する位置に導光孔７３が設けられている。なお、本実施形態では、タ
ッチセンサ基板３４上に突出する光源７１が、導光孔７３の内部に入り込んだ状態でメタ
ルドームシート４４を貫通するように設けられている。
【００５３】
　これにより、タッチセンサ基板３４の光源７１が発する光が、メタルドームシート４４
の導光孔７３を通って、キーシート４３の入光部７２に入射する。そして、キーシート４
３の入光部７２に入射した光は、キーシート４３の内部を通過して、入力キー４１および
電源キー４２のキートップから出射される。
【００５４】
　このように、キーシート４３に設けられた入力キー４１および電源キー４２を照明する
ことができ、例えば、入力が必要となるタイミングで入力キー４１を照明することで、使
用者に入力操作を促すことができ、また、夜間のように暗い環境での入力キー４１および
電源キー４２の操作が容易になる。
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【００５５】
　また、従来のように、キーパッド部５にタンパ検知パターンを設けると、タンパ検知パ
ターンの内部にキー導光用のエリアを確保する必要があり、耐タンパ性が低下することか
ら、望ましくないが、本実施形態では、タッチセンサ基板３４のタッチセンサによりキー
パッド部５の耐タンパ性を確保するため、キーパッド部５にタンパ検知パターンを設ける
必要がない。このため、耐タンパ性を低下させることなく、キー導光が可能となる。
【００５６】
　次に、図１に示した取引端末装置１の概略構成について説明する。図１０は、取引端末
装置１の概略構成を示す機能ブロック図である。
【００５７】
　取引端末装置１には、主制御部８１と、表示制御部８２と、電源制御部８３と、が設け
られている。これらの制御部８１～８３は、プロセッサで構成され、メイン基板３１およ
びサブ基板３２に実装される（図３参照）。主制御部８１により、表示入力パネル４の液
晶表示パネル８４が表示制御部８２を介して制御され、また、表示入力パネル４のタッチ
パネル８５が制御される。また、主制御部８１により、通信モジュール２２、カメラ８、
およびスピーカ９が制御される。また、主制御部８１により、バッテリー２３による給電
を制御する電源制御部８３が制御される。
【００５８】
　キーパッド部５では、テンキーなどの入力キー４１の操作が、タッチセンサ基板３４（
図４参照）に設けられたタッチセンサ９５で検出される。このタッチセンサ９５は、図示
しない制御回路を介してセキュリティエリア制御部９１に接続されており、入力キー４１
の入力情報がセキュリティエリア制御部９１に送られる。
【００５９】
　また、電源キー４２の操作が、電源キー基板４５（図６参照）に設けられた電源キース
イッチ９６で検出される。この電源キースイッチ９６は、主制御部８１に接続されており
、この電源キースイッチ９６で電源キー４２の操作が検出されると、主制御部８１からの
指示に応じて電源制御部８３においてタッチセンサ９５への給電が開始され、入力キー４
１による入力が可能になる。
【００６０】
　このようにタッチセンサ９５とは別に電源キー４２を設けているので、電源ＯＦＦ時お
よび待機時の省電力モードにおいて、タッチセンサや他の回路への電源供給をストップし
ても、電源キー４２の押下により通常動作状態へ移行することが可能である。したがって
、簡易な構成で耐タンパ性を実現しながら、待機時の省電力を実現することができ、しか
も、入力キー４１と電源キー４２とで同様の操作感を得ることができ、ユーザが感じる違
和感を低減することができる。
【００６１】
　セキュリティモジュール３８には、セキュリティエリア制御部９１と、フラッシュメモ
リ９２と、タンパ検知部９３と、が設けられている。セキュリティエリア制御部９１およ
びタンパ検知部９３は、プロセッサで構成され、セキュリティエリアメイン基板３５（図
３参照）に実装される。フラッシュメモリ９２は、暗証番号や暗号鍵などの機密情報を記
憶するものであり、セキュリティエリアメイン基板３５に実装される。
【００６２】
　セキュリティエリア制御部９１では、磁気カードリーダ１３、接触型ＩＣカードリーダ
１４、およびタッチセンサ９５の制御が行われる。このセキュリティエリア制御部９１は
、主制御部８１に接続されており、磁気カードリーダ１３、接触型ＩＣカードリーダ１４
、およびタッチセンサ９５で取得した情報が、セキュリティエリア制御部９１から主制御
部８１に送られ、その情報が主制御部８１からの指示に応じて通信モジュール２２から決
済処理システムのサーバに送信される。
【００６３】
　タンパ検知部９３では、タンパ検知パターン９４に対する出力信号および入力信号に基
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づいて、タンパ検知パターンの異常、すなわちタンパ検知パターンの断線やショートを検
知する。このタンパ検知部９３においてタンパ検知パターンの異常が検知されると、セキ
ュリティエリア制御部９１において、フラッシュメモリ９２に保持された暗号鍵などの機
密情報を消去し、また、タンパが検知されたことを表す履歴情報をフラッシュメモリ９２
に記憶させる。
【００６４】
　また、タンパ検知部９３では、タッチセンサ９５で検出される静電容量の変化に基づい
て、キーパッド部５に対するタンパを検知する。キーパッド部５では、キーシート４３を
取り外すなどして、キーシート４３とタッチセンサ基板３４との間に入力キー４１の操作
を検出するセンサを挿入して、入力キー４１による入力情報を盗み取るタンパ行為が想定
されるが、このようにキーシート４３の内側に異物が挿入されると、タッチセンサ９５で
検出される静電容量が変化することから、異物が挿入されたことを検知することができる
。また、タッチセンサ９５を常時起動していれば、キーシート４３やメタルドームシート
４４が取り外されたことも検知することができる。
【００６５】
　ここで、静電容量の変化によりタンパを検知するには、組み付けられた状態での静電容
量を初期値として保持し、この初期値からの変化量に基づいてタンパを検知すればよい。
【００６６】
　以上、本発明を特定の実施形態に基づいて説明したが、これらの実施形態はあくまでも
例示であって、本発明はこれらの実施形態によって限定されるものではない。また、上記
実施形態に示した本発明に係る取引端末装置および情報入力装置の各構成要素は、必ずし
も全てが必須ではなく、少なくとも本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜取捨選択
することが可能である。
【００６７】
　例えば、前記の実施形態では、取引端末装置の一例として、磁気カードや接触型ＩＣカ
ードなどを用いてキャッシュレスで決済を行うモバイル決済端末について説明したが、本
発明における取引端末装置は、このような決済の用途に限定されるものではない。また、
取引端末装置のほかに、暗証番号などのＰＩＮ（personal identification number）を入
力する専用の装置、いわゆるピンパッドなどの情報入力装置として構成することも可能で
ある。さらに、本発明は、入力キーおよび電源キーを備えた機密情報を扱わない端末装置
や情報入力装置として構成することも可能である。
【００６８】
　また、前記の実施形態では、入力キーにクリック感を与えるため、金属製のドームを備
えたメタルドームシートを用いるようにしたが、ゴム製のドームを用いた構成、すなわち
、ラバードームシートを用いることも可能である。さらに、クリック感を得るためのドー
ムシートを廃止して、ゴム製のキー自体の弾性変形でクリック感を得る構成も可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明に係る取引端末装置および情報入力装置は、消費電力を削減するとともに、電源
キーの使い勝手を向上させることができる効果を有し、入力キーと電源キーとを備えた取
引端末装置および情報入力装置などとして有用である。
【符号の説明】
【００７０】
５　キーパッド部
３４　タッチセンサ基板
４１　入力キー
４２　電源キー
４３　キーシート
４４　メタルドームシート
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４５　電源キー基板
６１　ドーム
６２　シート材
６５　ドーム
６６　シート材
７１　光源
７２　入光部
７３　導光孔
９３　タンパ検知部
９５　タッチセンサ
９６　電源キースイッチ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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