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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各種の画面を表示するタッチパネルと、
　前記タッチパネルに表示された前記画面に対する入力操作を検出する入力操作検出部と
、
　所定時間以上、前記入力操作が検出されない場合に、前記タッチパネルの表示を暗い表
示に移行させるモード制御部と、
　決済先装置との間で決済処理を行う決済処理部と、を備え、
　前記モード制御部は、
　前記決済処理部が動作している間において、前記入力操作が検出されない時間が前記タ
ッチパネルの表示を暗い表示に移行させる時間を経過しても、前記タッチパネルの表示の
暗い表示への移行をせず、前記タッチパネルに表示されている内容の表示を継続させる、
　取引端末装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の取引端末装置であって、
　前記モード制御部は、
　前記決済処理部が前記決済先装置と通信中、前記暗い表示への移行をせず、前記タッチ
パネルに表示されている内容の表示を継続させる、
　取引端末装置。
【請求項３】
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　請求項１に記載の取引端末装置であって、
　前記決済処理部は、カードを用いて、前記決済処理を行う、
　取引端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、取引における決済処理の手続を行うために使用される取引端末装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、取引における決済処理の手続を行うために使用される取引端末装置に搭載された
タッチパネルでは、各種のソフトウェアキー（「ソフトウェアキーボード」とも呼ばれる
）が操作可能に表示される。これらのソフトウェアキーの中には、取引端末装置を主に使
用する操作者（例えば、購入者が保持するクレジットカードを用いた取引の決済処理を取
り扱う加盟店（例えば店舗）の店員）にとって取引上重要な意味を持つ売上登録キーや確
認完了キー等が含まれる。
【０００３】
　ここで、売上登録キーは、例えば購入者に対する与信が問題なく完了し、購入額を売上
金額として計上する際に押下される。確認完了キーは、例えばクレジットカードを用いた
取引において、決済センタとの通信を開始する前に入力される各種項目（例えば、購入額
、支払回数、カードブランド、購入者により入力されたＰＩＮ（Personal Identificatio
n Number：暗証番号）等）の内容の確認が完了した際に押下される。
【０００４】
　タッチパネルのソフトウェアキーに対する入力操作を用いて取引の内容を処理する業務
用端末に関する先行技術として、特許文献１及び２がそれぞれ知られている。
【０００５】
　特許文献１に示す小型決済端末は、タッチパネル式表示部の表示領域に、情報表示エリ
ア及び情報入力エリアが設定され、情報入力エリアにテンキー画像パターンを表示させ、
テンキー画像パターンに対する入力操作を可能にする。また、この小型決済端末は、プリ
ンタを備えており、決済処理の結果等の情報を予め内蔵されたロール紙に印字し、印字内
容が印字されたレシートを排紙口から排出する。
【０００６】
　また、特許文献２に示すタッチパネル搭載の販売管理装置は、操作者がタッチパネルを
押下している時間を計測し、この押下時間が既定の押下認識時間を超えたとき、タッチパ
ネルの正常な押下があったとしてタッチパネルの押下に応じた処理を行い、一方、押下時
間が既定の押下認識時間以下であるとき、タッチパネルの押下に応じた処理の内容を無視
する制御を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－４８４８６号公報
【特許文献２】特開２０００－２３１６７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、各種の画面を表示するタッチパネルと、前記タッチパネルに表示された前記
画面に対する入力操作を検出する入力操作検出部と、所定時間以上、前記入力操作が検出
されない場合に、前記タッチパネルの表示を暗い表示に移行させるモード制御部と、決済
先装置との間で決済処理を行う決済処理部と、を備え、前記モード制御部は、前記決済処
理部が動作している間において、前記入力操作が検出されない時間が前記タッチパネルの
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表示を暗い表示に移行させる時間を経過しても、前記タッチパネルの表示の暗い表示への
移行をせず、前記タッチパネルに表示されている内容の表示を継続させる、取引端末装置
である。
【０００９】
　言い換えると、取引上重要な意味を持つ操作がソフトウェアキーで行えてしまうことに
より、誤操作が簡単に誘発されてしまう可能性もある。例えばソフトウェアキーではなく
物理キー（例えばボタン）の場合には、操作者が指で物理キーに接触し、更に、当該物理
キーを押し込む、という２段階の行為が必要となるので、操作者は、取引上重要な意味を
持つ操作を行う際には当該物理キーを押下したことを比較的意識し易かった。
【００１０】
　ところが、タッチパネルが搭載された取引端末装置では、画面上に表示されたソフトウ
ェアキーに操作者の指等が簡単に接触しただけで、物理キーに対する２段階の操作と同様
に、当該ソフトウェアキーを押下した操作と同等になるので、操作者は、取引上重要な意
味を持つソフトウェアキー（以下、「重要キー」という）に対して簡単に誤操作する可能
性があった。
【００１１】
　本発明は、上述した従来の状況に鑑みて、タッチパネルに対する所定の入力操作を介す
ることで、操作者に対し、取引上重要な意味を持つ入力操作の実行を明確に意識させ易く
し、誤操作の誘発を抑制する取引端末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】
【００１２】
　本発明は、各種の画面を表示するタッチパネルと、前記タッチパネルに表示された前記
画面に対する入力操作を検出する入力操作検出部と、所定時間以上、前記入力操作が検出
されない場合に、前記タッチパネルの表示を暗い表示に移行させるモード制御部と、決済
先装置との間で決済処理を行う決済処理部と、を備え、前記モード制御部は、少なくとも
前記決済処理部が動作している間、前記所定時間以上、前記入力操作が検出されなくても
、前記タッチパネルの表示の暗い表示への移行をせず、前記タッチパネルに表示されてい
る内容の表示を継続させる、取引端末装置である。
【００１３】
　この構成では、取引端末装置は、タッチパネルにいずれかの画面が表示された際、当該
画面に対する入力操作を検出するが、その画面において所定時間以上にわたって入力操作
が検出されない場合には、タッチパネルの表示を暗い表示（例えばスリープモード）に移
行させる。また、取引端末装置は、少なくとも決済先装置との間で行われる決済処理に関
する画面がタッチパネルに表示されている間では、所定時間以上にわたって当該画面に対
する入力操作が検出されなくても、タッチパネルの表示の暗い表示への移行をせず、タッ
チパネルに表示されている内容の表示を継続する。
【００１４】
　これにより、取引端末装置は、少なくとも決済先装置との間で行われる決済処理に関す
る画面がタッチパネルに表示されている間では、操作者からの入力操作が無い状態が所定
時間以上にわたって継続した場合でも、タッチパネルの表示を暗い表示（例えばスリープ
モード）への移行を回避することができるので、決済処理を一時的に中断させることがな
くなり、タッチパネルの表示を暗い表示（例えばスリープモード）から復帰させる操作を
行う必要がなくなるので、取引内容の決済処理を迅速に完了させることができる。
【００１５】
　また、本発明は、前記モード制御部は、前記決済処理部が前記決済先装置と通信中、前
記暗い表示への移行をせず、前記タッチパネルに表示されている内容の表示を継続させる
、取引端末装置である。
【００１６】
　この構成によれば、取引端末装置は、決済先装置との間で取引内容の決済処理（例えば
与信照会や売上登録）について通信を行っている間には、タッチパネルの表示の暗い表示
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（例えばスリープモード）に移行させず、タッチパネルに表示されている内容の表示を継
続するので、決済先装置との間の通信が途切れてしまうことを回避することができ、決済
先装置との間の決済処理を確実に完了することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、タッチパネルに対する所定の入力操作を介することで、操作者に対し
、取引上重要な意味を持つ入力操作の実行を明確に意識させ易くし、誤操作の誘発を抑制
することができる。
【００１８】
　また、本発明によれば、少なくとも決済処理に関する画面が表示されている場合には、
操作者からの入力操作が無い状態が所定時間以上にわたって継続した場合でも、スリープ
モードへの移行を回避することができ、取引内容の決済処理を迅速に完了させることがで
きる。
【００１９】
　また、本発明によれば、タッチパネルのスリープモードの解除の際に、操作者の意図し
ない画面の表示を抑制することができ、操作者に対する入力操作の利便性を向上すること
ができる。
【００２０】
　また、本発明によれば、プリンタが動作している間、一部の機能又は処理を一時的に抑
制又は停止することで、筺体の内部に収容された電源部に流入する総電流量を低減するこ
とができ、消費電力を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１～第４の各実施形態の決済端末装置の外観を示す斜視図
【図２】第１の実施形態の決済端末装置のハードウェア構成の一例を具体的に示すブロッ
ク図
【図３】第１の実施形態の決済端末装置の決済処理手順を説明するフローチャート
【図４】図３に示すステップＳ６で顧客が取引内容に関して入力内容を確認したことを示
す所定の入力操作が行われたか否かを判断するための判断手順を説明するフローチャート
【図５】決済端末装置に搭載されたタッチパネルに表示された画面を示す図
【図６】第２の実施形態の決済端末装置の決済処理手順を説明するフローチャート
【図７】第２の実施形態の決済端末装置のスリープモード移行処理手順を説明するフロー
チャート
【図８】（Ａ）決済処理に関する画面を示す図、（Ｂ）スリープモードに移行した場合の
表示部の画面を示す図
【図９】第３の実施形態の決済端末装置のハードウェア構成の一例を具体的に示すブロッ
ク図
【図１０】表示部に表示される複数のメニュー画面の階層構造を示す図
【図１１】第３の実施形態の決済端末装置の決済処理手順を説明するフローチャート
【図１２】第３の実施形態の決済端末装置のスリープモードからの復帰処理手順を説明す
るフローチャート
【図１３】（Ａ）スリープモードへの移行直前に表示されていたメニュー画面を示す図、
（Ｂ）（Ａ）のメニュー画面においてスリープモードから復帰した時に表示される上位の
メニュー画面を示す図、（Ｃ）スリープモードへの移行直前に表示されていたメニュー画
面を示す図、（Ｄ）（Ｃ）のメニュー画面においてスリープモードから復帰した時に表示
される直前の画面としてのメニュー画面を示す図
【図１４】第４の実施形態の決済端末装置のハードウェア構成の一例を具体的に示すブロ
ック図
【図１５】第４の実施形態の決済端末装置の図３に示すステップＳ８のレシート印刷の動
作手順を説明するフローチャート
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【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明に係る取引端末装置の各実施形態について、図面を参照して説明する。以
下の各実施形態では、本発明に係る取引端末装置の一例として、取引における決済処理の
手続を行うために使用される決済端末装置を例示して説明する。
【００２３】
（第１の実施形態）
　図１は、第１～第４の各実施形態の決済端末装置１の外観を示す斜視図である。図１に
示す決済端末装置１は、例えば磁気読み取りタイプのクレジットカードの決済を行うため
の決済端末装置に用いることができる。
【００２４】
　図１に示す決済端末装置１は、印刷用紙Ｐが排出される開口部２Ａにおいて、上方が開
口した矩形箱状の本体２と、本体２の開口部２Ａを覆う蓋部３とを有する。以下の説明に
おいて、蓋部３側を上とし、本体２側を下として説明する。
【００２５】
　蓋部３の上面には、表示部３Ｂ（例えば液晶表示板を用いて構成、図２参照）及びタッ
チ入力検出部３Ｃ（例えばタッチスクリーンを用いて構成、図２参照）により構成される
タッチパネル３Ｄと、決済端末装置１の電源をＯＮ又はＯＦＦにするための電源スイッチ
３Ｅと、直前に行った入力操作をキャンセルして一つ前の状態に戻るための戻るキー３Ｆ
とが設けられる。
【００２６】
　なお、図１に示す決済端末装置１において、戻るキー３Ｆが省略されてもよく、この場
合には、戻るキー３Ｆに対する入力操作がタッチパネル３Ｄに対して行われた際に戻るキ
ー３Ｆの押下操作と実質的に同一の処理が行われればよい。
【００２７】
　タッチパネル３Ｄを構成する表示部３Ｂには、各種の操作に必要なソフトウェアキーボ
ードの一例としてのソフトウェア操作キー、数字入力を行うためのソフトウェアキーボー
ドの一例としてのソフトウェア数字キー、このソフトウェア数字キーにより入力された数
字、各種の操作を行うために必要な情報又は操作された結果を示す情報等が表示される。
【００２８】
　図２は、第１の実施形態の決済端末装置１のハードウェア構成の一例を具体的に示すブ
ロック図である。図２に示す決済端末装置１は、情報処理部２０を有する。
【００２９】
　図２に示す決済端末装置１の情報処理部２０は、決済端末装置１の各部の処理を全体的
に司るためのＣＰＵ２１と、局所無線通信アンテナ２３が接続された局所無線通信部２２
と、広域無線通信アンテナ２５が接続された広域無線通信部２４と、表示部３Ｂ及びタッ
チ入力検出部３Ｃにより構成されるタッチパネル３Ｄと、フラッシュＲＯＭ３２と、ＤＲ
ＡＭ３３と、キーパッド部３４と、磁気カードリーダ部３５と、耐タンパ制御部３６と、
ＳＲＡＭ３７と、バックアップ電池３８と、プリンタモジュール４に接続されたプリンタ
Ｉ／Ｆ４１と、開状態検知スイッチ２Ｂに接続された開状態検知部４２とを含む構成であ
る。
【００３０】
　ＣＰＵ２１（Central Processing Unit）は、例えば操作者による長押し操作等を検出
するためのタイマ２１Ａを有し、決済端末装置１の各部の動作を全体的に統括するための
制御処理、他の各部との間のデータの入出力処理、データの演算（計算）処理及びデータ
の記憶処理を行う。
【００３１】
　局所無線通信部２２は、局所無線通信アンテナ２３と接続されており、不図示の局所無
線通信路を介して、例えば無線ＬＡＮ（Local Area Network）による無線通信を行う。局
所無線通信は、例えば無線ＬＡＮに限定されず、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、その
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他でもよい。
【００３２】
　広域無線通信部２４は、広域無線通信アンテナ２５と接続されており、不図示の広域無
線通信路（ＷＡＮ：Wide Area Network）を介して、広域無線通信を行う。広域無線通信
は、例えばＷ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access）、ＵＭＴＳ（Univ
ersal Mobile Telecommunications System）、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Acces
s）２０００、ＬＴＥ（Long Term Evolution）等の携帯電話回線による通信を用いること
ができる。
【００３３】
　本実施形態の決済端末装置１は、通信機能として２つの無線通信部、すなわち局所無線
通信部２２及び広域無線通信部２４を搭載しているが、いずれか片方を搭載してもよい。
また、無線通信部の代わりに、ＩＥＥＥ８０２．３などの有線ＬＡＮ、公衆電話回線又は
専用電話回線などによる有線通信部を備えてもよい。
【００３４】
　表示部３Ｂは、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）又は有機ＥＬ（Electrolumin
escence）を用いて構成され、ＣＰＵ２１の指示に応じて決済端末装置１においてインス
トールされているアプリケーション（不図示）において使用される各種のアプリケーショ
ン画面、情報、データを表示する。
【００３５】
　入力操作検出部の一例としてのタッチ入力検出部３Ｃは、タッチパネル３Ｄに対する操
作者（例えばクレジットカードの加盟店の店員、又は商品を購入した顧客）の入力操作を
検出する。
【００３６】
　フラッシュＲＯＭ（Read Only Memory）３２は、各種のデータを記憶する。記憶される
データは、例えば業務に関わるデータでもよいし、決済端末装置１（主に情報処理部２０
）の動作を制御するためのプログラムでもよい。また、プログラムには、決済処理部の一
例としての決済先装置（例えばアクワイヤラ又は決済プロセッサ）との間で決済処理を行
うための決済処理用アプリケーション等、決済端末装置１の動作に係る各種プログラムが
含まれる。このため、フラッシュＲＯＭ３２は、プログラムを記録する記録媒体としての
機能を有する。
【００３７】
　なお、アクワイヤラとは、特定のクレジットカードの取引を取扱う加盟店契約を募集し
、そのクレジット売上を統括する会社である。また、決済プロセッサとは、アクワイヤラ
から業務委託を受けて決済を代行する会社である。
【００３８】
　ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）３３は、決済端末装置１（主に情報処理部
２０）の動作に伴う演算処理等の際に、その途中において発生する処理データを一時的に
記憶する等のために用いられるワークメモリである。
【００３９】
　キーパッド部３４は、図１に示す電源スイッチ３Ｅと「戻る」キー３Ｆとからなる。
【００４０】
　磁気カードリーダ部３５は、磁気カードをスライドさせるためのスリット（不図示）と
ともに、図１においてロック解除ボタン５Ａが設けられた本体側面２Ｈとは反対側の本体
側面に設けられる。磁気カードリーダ部３５が磁気カードの磁気ストライプから読み取っ
たカード情報は、ＣＰＵ２１に入力される。
【００４１】
　印字部の一例としてのプリンタモジュール４は、バス変換／信号変換を行うプリンタイ
ンタフェース（以下、「プリンタＩ／Ｆ」）４１を介してＣＰＵ２１に接続され、ＣＰＵ
２１の制御の下で、ＣＰＵ２１により指示された情報又はデータを印刷用紙Ｐに印字する
。
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【００４２】
　開状態検知スイッチ２Ｂは、本体２に設けられ、例えば操作者により蓋部３が開けられ
たことを検知し、検知結果を開状態検知部４２を介してＣＰＵ２１に出力する。つまり、
ＣＰＵ２１には、蓋部３が開けられた状態であるか、又は蓋部３が閉じた状態であるかを
示す信号が入力される。
【００４３】
　この他、情報処理部２０を始めとする決済端末装置１の各部へ電力を供給するための電
源部（不図示）が設けられる。
【００４４】
　ＣＰＵ２１、耐タンパ制御部３６及びＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）３７
は、バックアップ電池３８と接続され、電源部（不図示）からの電力の供給が停止してい
る間、バックアップ電池３８から電力の供給を受ける。
【００４５】
　耐タンパ制御部３６は、決済端末装置１の耐タンパ性を確保する。「耐タンパ性」とは
、装置内部のソフトウェアやハードウェアの不正な解析、改変又は装置内部の情報の不正
な奪取、改変、利用不能にする攻撃に対する耐性のことを言う。即ち、耐タンパ性は、例
えばソフトウェア又はハードウェアが備える内部構造や記憶しているデータの解析の困難
さである。耐タンパ性を備えることで、例えばサービス享受者（例えば顧客）の情報を保
護し、取引を安全に行うことができる。サービス享受者の情報は、例えばＳＲＡＭ３７に
記憶され、耐タンパ制御部３６は、上述した不正な解析、改変、攻撃、情報の奪取又はそ
れらの兆候を検知すると、ＳＲＡＭ３７に記憶された情報を消去又はアクセス不能にする
。
【００４６】
　なお、情報処理部２０には、非接触型ＩＣカードに記録されたカード情報を読み取る非
接触型ＩＣカードリーダライタ部、接触型ＩＣカードに記録されたカード情報を読み取る
接触型ＩＣカードリーダ部が設けられてもよい。非接触型ＩＣカードリーダライタ部又は
接触型ＩＣカードリーダ部により読み取られたカード情報は、ＣＰＵ２１に入力される。
【００４７】
　次に、本実施形態の決済端末装置１の動作について、図３を参照して説明する。図３は
、第１の実施形態の決済端末装置１の決済処理手順を説明するフローチャートである。図
３では、例えば顧客が保持する磁気クレジットカードを使って決済処理を行う場合を説明
する。
【００４８】
　図３において、先ず、ＣＰＵ２１は、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに対し、決済処理
用アプリケーションを開始するために操作者に対して磁気カード読み取り動作を促すため
のプロンプト（画面）を表示させる（Ｓ１）。加盟店（例えば店舗）の店員が顧客の保持
する磁気クレジットカードの読み取り操作を行うと、磁気カードリーダ部３５は、磁気ク
レジットカードに記録された情報を読み取る。ＣＰＵ２１は、磁気カードリーダ部３５に
より読み取られた情報を受けると、決済処理用アプリケーションにおいて決済処理の対象
となる取引内容の入力画面（例えば図５参照）をタッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示さ
せる。
【００４９】
　この後、店舗の店員は、顧客に確認を取りながら、タッチパネル３Ｄに対し、決済処理
の対象となる取引内容に関する情報を入力する操作を行う。ＣＰＵ２１は、タッチ入力検
出部３Ｃを介して、これらの入力操作を検出する。
【００５０】
　例えば、操作者（例えば店員）の入力操作によって、磁気クレジットカードのカードブ
ランドが選択され、この選択されたカードブランドに関する情報がＣＰＵ２１に入力され
る（Ｓ２）。続いて、操作者（例えば店員）の入力操作によって、決済金額が入力され、
この入力された決済金額に関する情報がＣＰＵ２１に入力される（Ｓ３）。更に、支払方
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法（例えば１回払い、分割払い等）が選択され、かつ、支払回数が入力され、これらの選
択された支払方法及び入力された支払回数に関する情報がＣＰＵ２１に入力される（Ｓ４
）。
【００５１】
　支払方法等の情報が入力されると、今度は、顧客が、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに
表示された署名ＰＡＤの署名入力領域（不図示）に対し、顧客自身の署名を入力する。Ｃ
ＰＵ２１は、タッチ入力検出部３Ｃを介して入力された署名に関する情報を取得する（Ｓ
５）。
【００５２】
　この後、顧客は、タッチパネル３Ｄに対し、決済処理の対象となる取引内容に関して最
終的に入力内容を確認する操作を行い、入力内容を確認したことを示す所定の入力操作（
詳細は後述する）を行う。ＣＰＵ２１は、顧客が入力内容を確認したことを示す所定の操
作に応じて、局所無線通信部２２又は広域無線通信部２４で通信を行い、アクワイヤラ又
は決済プロセッサ（不図示）に対し、入力された全ての入力内容（例えば、カード情報、
、決済金額、支払方法、支払回数）を含む決済処理の要求を送信する（Ｓ６）。
【００５３】
　決済先装置の一例としてのアクワイヤラ又は決済プロセッサから与信が与えられ、取引
内容を許可するための判断結果が決済端末装置１に送信されると、ＣＰＵ２１は、決済処
理の対象となる取引内容の確認結果を、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示させる（Ｓ
７）。更に、ＣＰＵ２１は、この決済処理の対象となる取引内容の確認結果をレシートと
して、プリンタモジュール４に印刷させる（Ｓ８）。これにより、決済端末装置１の処理
は終了する。なお、ＣＰＵ２１がフラッシュＲＯＭ３２に記憶された決済処理用アプリケ
ーションのブログラムに従って、図３に示す決済処理に関する一連の処理を行う部分は、
本発明に係る取引端末装置の決済処理部に相当する。
【００５４】
　図４は、図３に示すステップＳ６で顧客が取引内容に関して入力内容を確認したことを
示す所定の入力操作が行われたか否かを判断するための判断手順を説明するフローチャー
トである。図４に示すフローチャートの各処理は、例えば図３に示すステップＳ６の中で
行われる。
【００５５】
　図４において、ＣＰＵ２１は、タッチパネル３Ｄのタッチ入力検出部３Ｃにおいて、操
作者の入力操作（タッチ入力）を検出する（Ｓ１１）。ＣＰＵ２１は、タッチ入力検出部
３Ｃにより検出されたタッチ入力が、決済処理用アプリケーションの決済処理の対象とな
る取引内容の入力画面における特定の対象の一例としての所定の重要キー入力受付アイコ
ン６１（図５参照）に対する入力操作であるか否かを判別する（Ｓ１２）。ここで、フラ
ッシュＲＯＭ３２には、決済処理用アプリケーションの決済処理の対象となる取引内容の
入力画面における重要キー入力受付アイコン６１の座標が、重要キー入力受付アイコン６
１が表示される時点までに予め登録されている。ＣＰＵ２１は、この重要キー入力受付ア
イコン６１の座標と、タッチ入力位置（座標）とを照合することで、重要キー入力受付ア
イコン６１に対するタッチ入力の有無を判断する。
【００５６】
　重要キー入力受付アイコン６１に対するタッチ入力であると判断された場合（Ｓ１２、
ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、重要キー入力受付アイコン６１に対する所定の入力操作が行わ
れたか否かを判別する（Ｓ１３）。所定の入力操作は、例えば図５に示す重要キー入力受
付アイコン６１の選択操作と、選択操作中の重要キー入力受付アイコン６１の移動操作と
、移動操作後の重要キー入力受付アイコン６１の選択解除操作である。より具体的には、
所定の入力操作は、ドラッグアンドドロップ操作であり、重要キー入力受付アイコン６１
を選択してＹＥＳアイコン６３又はＮＯアイコン６５のいずれかにドラッグ（移動）し、
その位置でドロップ（選択解除）した操作である。
【００５７】
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　重要キー入力受付アイコン６１に対する所定の入力操作として、例えば重要キー入力受
付アイコン６１がＹＥＳアイコン６３にドラッグアンドドロップ操作が行われた場合（Ｓ
１３、ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、重要キー入力受付アイコン６１に対する所定の入力操作
（入力確認）が行われたと判断する（入力受付、Ｓ１４）。これにより、図４に示すＣＰ
Ｕ２１の処理は終了する。また、重要キー入力受付アイコン６１に対する所定の入力操作
として、例えば重要キー入力受付アイコン６１がＮＯアイコン６５にドラッグアンドドロ
ップ操作が行われた場合（Ｓ１３、ＹＥＳ）にも、ＣＰＵ２１は、重要キー入力受付アイ
コン６１に対する所定の入力操作（否定）が行われたと判断する（入力受付、Ｓ１４）。
これにより、図４に示すＣＰＵ２１の処理は終了する。
【００５８】
　一方、重要キー入力受付アイコン６１に対する所定の入力操作が行われない場合、又は
所定時間待っても重要キー入力受付アイコン６１がＹＥＳアイコン６３にドラッグアンド
ドロップする操作が行われない場合には（Ｓ１３、ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、ステップＳ１
１において入力されたタッチ操作の状態を維持し（Ｓ１５）、ＣＰＵ２１の処理はステッ
プＳ１１に戻る。
【００５９】
　また、タッチ入力検出部３Ｃにより検出されたタッチ入力が重要キー入力受付アイコン
６１に対するタッチ入力であると判断されない場合には（Ｓ１２、ＮＯ）、ＣＰＵ２１は
、タッチ入力検出部３Ｃにより検出されたタッチ入力がキー（つまり、重要キー以外のキ
ー）である場合には（Ｓ１６，ＹＥＳ）、入力操作が行われたものと判断し（入力受付、
Ｓ１４）、当該キーでない場合には（Ｓ１６，ＮＯ）、ＣＰＵ２１の処理はステップＳ１
１に戻る。なお、ＣＰＵ２１がフラッシュＲＯＭ３２に記憶されたブログラムに従って、
図４に示す入力操作を判別する処理は、本発明に係る取引端末装置の入力操作判別部に相
当する。
【００６０】
　図５は、決済端末装置１に搭載されたタッチパネル３Ｄに表示された画面を示す図であ
る。タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂには、決済処理用アプリケーションにおいて決済処理
の対象となる取引内容の入力画面が表示され、この入力画面では決済処理に関する各種の
情報５１が表示される。決済処理に関する各種の情報５１は、例えば決済金額、支払い方
法、磁気クレジットカードのカードブランド、及び取引内容の確認要否項目が表示される
。
【００６１】
　具体的には、「金額　１２，３４５円」、「支払　１回払い」、「ブランド　＊＊＊」
（＊＊＊はクレジットカードのブランド名）、「よろしいですか　（Ｙ／Ｎ）」の情報が
表示される。図５に示す取引内容の入力画面の中で、タッチ入力検出部３Ｃは、これらの
各情報の表示位置に対応する入力領域５１ａ、５１ｂ、５１ｃ、５１ｄに対する操作者の
タッチ入力を検出可能である。入力領域５１ａ、５１ｂ、５１ｃ、５１ｄのうち、例えば
入力領域５１ｄは、取引内容の入力内容を確認するために表示され、取引内容の入力画面
において重要な意味を持つ重要キー（特定の対象）に相当する。
【００６２】
　また、決済処理に関する情報５１の下方には、ソフトウェアキーボードの一例としての
テンキー５３が表示される。更に、テンキー５３の下方には、重要キーに対する所定の入
力操作が行われたことをＣＰＵ２１が判断するために設けられた重要キー入力受付アイコ
ン６１、ＹＥＳアイコン６３及びＮＯアイコン６５が表示される。なお、本実施形態にお
いて、重要キーは、図５に示す入力領域５１ｄに対応して表示された取引内容の入力内容
の確認要否項目（即ち、「Ｙ／Ｎ」）に限らず、上述した売上登録キーや確認完了キー等
であってもよい。
【００６３】
　なお、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示された入力領域５１ａ、５１ｂ、５１ｃ、
５１ｄに表示された内容は、該当するいずれかの入力領域に対してタッチ入力することで
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、その内容を変更可能である。例えば、売上金額の変更は、金額を表す入力領域５１ａを
タップした後、テンキー５３をタッチ入力することで行われる。また、入力領域５１ａが
重要キーであり、売上金額を確定する場合、操作者は、入力領域５１ａをタップして選択
したのち、重要キー入力受付アイコン６１をＹＥＳアイコン６３の位置までドラッグアン
ドドロップ操作する。これにより、売上金額（決済金額）は確定する。
【００６４】
　また、決済処理に関する各種の情報５１を最終的に確認する、「よろしいですか（Ｙ／
Ｎ）」の入力領域５１ｄは、本実施形態では重要キーとして説明している。操作者は、「
よろしいですか（Ｙ／Ｎ）」が表示された状態において、若しくは、この重要キーをタッ
プして選択した状態にした後（図５参照）、重要キー入力受付アイコン６１をＹＥＳアイ
コン６３の位置にドラッグアンドドロップ操作する。これにより、取引内容の入力確認が
操作者によって行われたことになる。一方、操作者が重要キー入力受付アイコン６１をＮ
Ｏアイコン６５の位置にドラッグアンドドロップ操作すると、取引内容の入力確認が否定
されるので、再び入力項目の変更が行われる。
【００６５】
　以上により、本実施形態の決済端末装置１は、決済先装置との間で行われる決済処理に
関する各種の画面のうちいずれかの画面がタッチパネル３Ｄに表示された際に、当該画面
において特定の対象（例えば重要キー入力受付アイコン６１）に対する入力操作を検出し
、重要キー入力受付アイコン６１に対する入力操作が所定の入力操作であるか否かを判別
し、重要キー入力受付アイコン６１に対する入力操作が所定の入力操作である場合に、所
定の入力操作に応じた処理（例えば取引内容の入力確認後の決済先装置との間の決済処理
の要求）を実行する。
【００６６】
　これにより、決済端末装置１は、タッチパネル３Ｄに表示された画面において、取引上
重要な意味を有する操作として、例えば当該画面に表示された重要キー入力受付アイコン
６１に対する入力操作が所定の入力操作であった場合に、所定の入力操作に応じた処理を
実行するので、操作者に対し、取引上重要な意味を持つ入力操作の実行（即ち、タッチパ
ネル３Ｄに表示された画面の重要キー入力受付アイコン６１に対する入力操作の実行）を
明確に意識させ易くすることができ、取引上重要な意味を持つソフトウェアキー（重要キ
ー）の誤操作の誘発を抑制することができる。
【００６７】
　また、決済端末装置１は、決済処理に関する画面に所定の重要キー入力受付アイコン６
１をタッチパネル３Ｄに表示させるので、タッチパネル３Ｄに表示された画面において重
要キーに対する入力操作の際には、常に重要キー入力受付アイコン６１に対する所定の入
力操作が必要であることを、操作者に明確に意識させることができる。
【００６８】
　また、決済端末装置１は、タッチパネル３Ｄに表示された画面において、重要キー入力
受付アイコン６１に対するドラッグアンドドロップ操作が行われた場合に、重要キーに対
する決済処理を実行するので、ドラッグアンドドロップ操作が汎用のＰＣ（Personal Com
puter）等で多用されている操作であることに鑑みれば、操作者の誤操作を簡易に抑制す
ることができる。
【００６９】
　なお、上述した第１の実施形態では、重要キーに対する入力操作であることを、操作者
に意識させるために、重要キー入力受付アイコン６１をドラッグアンドドロップ操作させ
たが、重要キー入力受付アイコン６１に対する所定の入力操作は、このドラッグアンドド
ロップ操作に限定されない。
【００７０】
　例えば、決済端末装置１は、タッチパネル３Ｄに表示された画面において、重要キー入
力受付アイコン６１が所定時間の間にわたって長押しされ、その後、１回以上の選択操作
（例えばダブルタップ操作）が行われた場合に、重要キー入力受付アイコン６１に対する
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ドラッグアンドドロップ操作が行われた場合と同様に、重要キーに対する決済処理を実行
する。これにより、決済端末装置１は、ドラッグアンドドロップ操作とは異なり、重要キ
ー入力受付アイコン６１を画面上で移動させなくてもよく、更に、タッチパネル３Ｄへの
指示媒体（例えば操作者の指又はスタイラスペン）の画面上の操作範囲が少なくてよいの
で、操作者に対し、より簡易に所定の入力操作を行わせることができる。なお、１回以上
の選択操作の後の長押しとしても、同様に実施可能である。
【００７１】
（第２の実施形態の内容に至る経緯）
　先ず、第２の実施形態を説明する前に、第２の実施形態の決済端末装置１の内容に至る
経緯について説明する。
【００７２】
　上述した特許文献１を含む従来の取引端末装置は、操作者が所定時間（例えば１分間）
の間に何かしらの入力操作をしなかった場合には、例えばＰＣにおいて画面の焼き付き防
止や省電力化を図るために、スリープモード（即ち、タッチパネルの表示部の電源を一時
的にオフするモード）に移行していた。
【００７３】
　しかし、決済処理には多くの時間がかかることがあるので、スリープモードに移行した
場合には、決済処理が途中で中断してしまうことになる。決済処理に多くの時間がかかる
場合として、例えば決済端末装置と決済センタとの間でネットワーク環境が良好ではなく
、通信処理に時間を要することが挙げられる。また、決済センタに多くの決済端末装置が
接続されており、決済端末装置が決済処理の要求（例えば与信照会）のリクエストを送信
しても、決済先装置から決済処理の応答が得られないことも挙げられる。更には、決済端
末装置がシンクライアント (Thin client)で構成されている場合には、決済先装置との間
でネットワークを流れるデータ転送量が従来のリッチクライアント（Rich Client）に比
べて大幅に増加することも挙げられる。
【００７４】
　従って、一旦決済処理が中断すると、決済処理を再開するためには、スリープモードか
ら復帰させる操作を余儀なく行わなければならなかったので、手間がかかりしばしば復帰
処理に時間を要し、顧客を待たせてしまうこともあった。
【００７５】
（第２の実施形態）
　そこで、第２の実施形態では、少なくとも決済処理に関する画面が表示されている場合
には、操作者からの入力操作が無い状態が所定時間以上にわたって継続した場合でも、ス
リープモードへの移行を回避し、取引内容の決済処理を迅速に完了させる取引端末装置の
例について説明する。
【００７６】
　第２の実施形態の決済端末装置１の外観は、上述した第１の実施形態の決済端末装置の
外観（図１参照）と同一であるので、同一の符号を用いることで、その説明を省略する。
また、第２の実施形態における決済端末装置１のハードウェア構成も、上述した第１の実
施形態の決済端末装置（図２参照）と同一であるので、同一の符号を用いることで、その
説明を省略する。以下、上述した第１の実施形態と異なる動作、つまり、スリープモード
への移行の有無の制御に関する動作について説明する。
【００７７】
　本実施形態の決済端末装置１は、第１の実施形態と同様に、タッチパネル３Ｄにいずれ
かの画面が表示された際、当該画面に対する操作者の入力操作を検出するが、その画面に
おいて一定時間以上にわたって入力操作が検出されない場合には、タッチパネル３Ｄをス
リープモードに移行させる。スリープモードでは、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂは画面
を消灯し、タッチ入力検出部３Ｃは入力操作を検出しない。なお、スリープモードでは、
タッチ入力検出部３Ｃは入力操作を検出してもよい。
【００７８】
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　図６は、第２の実施形態の決済端末装置１の決済処理手順を説明するフローチャートで
ある。図６に示すフローチャートの各処理は、上述した第１の実施形態における図３に示
すフローチャートの各処理と同一であるので、各処理の具体的な説明は省略する。
【００７９】
　但し、図６に示す各処理は決済処理に関する処理であるため、本実施形態の決済端末装
置１は、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂの画面に対する入力操作が検出されない場合でも
、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂをスリープモードに移行させない。より具体的には、図
６の矢印ｆで示される期間（即ち、ステップＳ１の磁気クレジットカードの読取りを促す
ためのスキャンプロンプトの表示処理から、ステップＳ７の決済処理の対象となる取引内
容の確認結果の表示処理までの間）、決済端末装置１は、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂ
をスリープモードに移行させない。なお、ステップＳ８のレシート印字の処理では、決済
端末装置１は、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂをスリープモードに移行させてもよい。
【００８０】
　特に、決済先装置との間で通信を行っている間であるステップＳ６及びＳ７の各処理で
は、決済端末装置１は、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂをスリープモードへの移行を省略
する。また、ステップＳ１～Ｓ５の各処理においても、操作者の入力操作に時間がかかる
場合も想定される。例えば、店員が席を外して商品を確認する必要がある場合や、顧客が
急な用事でその場に居られなくなった場合等が挙げられる。
【００８１】
　このように、操作者の操作に時間がかかることが想定される場合を考えると、ステップ
Ｓ１～Ｓ５の各処理においても、決済端末装置１は、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂをス
リープモードに移行させてもよい。
【００８２】
　図７は、第２の実施形態の決済端末装置１のスリープモード移行処理手順を説明するフ
ローチャートである。
【００８３】
　図７において、ＣＰＵ２１は、入力操作の検出の有無を示すタッチ入力検出部３Ｃから
の信号に応じて、操作者のタッチパネル３Ｄに対する入力操作が行われずに無操作である
か否かを判別する（Ｓ２１）。例えば無操作でなく、何かしらの入力操作が検出された場
合には（Ｓ２１、ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、タイマ２１Ａのカウント値（タイマ値）を０に
クリアする（Ｓ２２）。この後、ＣＰＵ２１の処理はステップＳ２１に戻る。
【００８４】
　一方、無操作であると判別された場合には（Ｓ２１、ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、タイマ
２１Ａが所定時間（例えば１分間）以上経過したか否かを判別する（Ｓ２３）。
【００８５】
　所定時間が経過していない場合には（Ｓ２３、ＮＯ）、ＣＰＵ２１の処理はステップＳ
２１に戻る。
【００８６】
　一方、所定時間が経過した場合には（Ｓ２３、ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、現在決済処理
中であるか否かを判別する（Ｓ２４）。例えば、決済処理中とは、上述した決済処理用ア
プリケーションが起動しており、図６に示すステップＳ１～Ｓ７のうちいずれかの処理を
実行している最中である場合を指す。
【００８７】
　決済処理中である場合には（Ｓ２４、ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、タッチパネル３Ｄの表
示部３Ｂをスリープモードへの移行を省略し、表示部３Ｂに表示されている決済処理に関
する画面の表示（例えば図８（Ａ）参照）を継続させる（Ｓ２５）。この後、ＣＰＵ２１
の処理はステップＳ２１に戻る。
【００８８】
　一方、決済処理中でない場合には（Ｓ２４、ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、タッチパネル３Ｄ
の表示部３Ｂをスリープモードに移行させ、表示部３Ｂを消灯し（図８（Ｂ）参照）、画
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面を暗くする（Ｓ２６）。この後、ＣＰＵ２１の処理はステップＳ２１に戻る。なお、Ｃ
ＰＵ２１がフラッシュＲＯＭ３２に記憶されたブログラムに従って、図７に示すスリープ
モードへの移行を制御する処理は、本発明に係る取引端末装置のスリープモード制御部に
相当する。
【００８９】
　図８（Ａ）は、決済処理に関する画面を示す図である。図８（Ｂ）は、スリープモード
に移行した場合の表示部３Ｂの画面を示す図である。図８（Ａ）における入力受付アイコ
ンＭＫ１，ＹＥＳアイコンＭＫ２，ＮＯアイコンＭＫ３は、それぞれ第１の実施形態の図
５に示す重要キー入力受付アイコン６１，ＹＥＳアイコン６３，ＮＯアイコン６５に対応
する。図８（Ｂ）では、画面を白地にすることで、表示部３Ｂの消灯を表している。
【００９０】
　以上により、本実施形態の決済端末装置１は、タッチパネル３Ｄにいずれかの画面が表
示された際、当該画面に対する入力操作を検出するが、その画面において一定時間以上に
わたって入力操作が検出されない場合には、タッチパネル３Ｄをスリープモードに移行さ
せる。また、決済端末装置１は、少なくとも決済先装置との間で行われる決済処理に関す
る画面がタッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示されている間では、一定時間以上にわたっ
て当該画面に対する入力操作が検出されなくても、タッチパネル３Ｄのスリープモードへ
の移行を省略し、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示されている内容の表示を継続する
。
【００９１】
　これにより、決済端末装置１は、少なくとも決済先装置との間で行われる決済処理に関
する画面がタッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示されている間では、操作者からの入力操
作が無い状態が所定時間以上にわたって継続した場合でも、タッチパネル３Ｄのスリープ
モードへの移行を回避することができるので、決済処理を一時的に中断させることがなく
なり、スリープモードから復帰させる入力操作をさせる必要がなくなるので、取引内容の
決済処理を迅速に完了させることができる。
【００９２】
　また、決済端末装置１は、決済先装置との間で取引内容の決済処理（例えば与信照会や
売上登録）について通信を行っている間には、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂのスリープ
モードに移行させず、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示されている内容の表示を継続
するので、決済先装置との間の通信が途切れてしまうことを回避することができ、決済先
装置との間の決済処理を確実に完了することができる。
【００９３】
（第３の実施形態の内容に至る経緯）
　先ず、第３の実施形態を説明する前に、第３の実施形態の決済端末装置１の内容に至る
経緯について説明する。
【００９４】
　上述した特許文献１を含む従来の取引端末装置は、操作者の入力操作が検出されてから
所定時間（例えば１分間）が経過しても次の入力操作が検出されない場合には、画面の焼
き付き防止や省電力化を図るために、画面をスリープモードに移行していた。また、取引
端末装置は、スリープモード中に操作者の何かしらの入力操作を検出すると、画面のスリ
ープモードを解除し、スリープモードへの移行直前に表示されていた画面を表示していた
。
【００９５】
　しかし、従来の取引端末装置において、操作者の意図に反した何らかの入力操作が検出
されそののちにスリープモードに移行した場合（例えば操作者が気付かずにタッチパネル
に触れたり間違って入力と認識される操作（所謂、誤操作）を行い、その後、操作者の無
操作状態が一定時間以上続いたためにスリープモードに移行した場合）には、次のような
事態が想定された。つまり、操作者がスリープモードに移行する前の取引端末装置に対し
て何かしらの入力操作を行うことで、取引端末装置は、スリープモードを解除した場合に
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操作者にとって意図していない画面を表示することがあった。
【００９６】
　この結果、操作者は、自己が意図していない画面の表示に戸惑うとともに、本来予定し
ていた入力操作を開始するまでに、少なからず手間と時間を費やさなければならないとい
う課題があった。
【００９７】
（第３の実施形態）
　そこで、第３の実施形態では、取引端末装置のスリープモードの解除直後の、操作者の
意図しない画面の表示を抑制し、操作者に対する入力操作の利便性を向上する取引端末装
置の例について説明する。
【００９８】
　第３の実施形態の決済端末装置１の外観は、上述した第１の実施形態の決済端末装置の
外観（図１参照）と同一であるので、同一の符号を用いることで、その説明を省略する。
【００９９】
　図９は、第３の実施形態の決済端末装置１のハードウェア構成の一例を具体的に示すブ
ロック図である。また、決済端末装置１のハードウェア構成において、第１の実施形態の
決済端末装置１と同一の構成要素については、同一の符号を用いることでその説明を省略
する。
【０１００】
　ＣＰＵ２１は、第１の実施形態において説明したタイマ２１Ａ以外に、表示部３Ｂに表
示される画面（例えばメニュー画面）の表示回数（表示頻度、使用頻度）を計数する使用
頻度カウンタ２１Ｂを更に有する。
【０１０１】
　使用頻度カウンタ２１Ｂは、所定の階層関係（階層構造、例えば図１０参照）が割り当
てられた複数のメニュー画面に対し、各々のメニュー画面のタッチパネル３Ｄの表示部３
Ｂにおける表示回数を計数する。例えば、使用頻度カウンタ２１Ｂは、ＣＰＵ２１が予め
フラッシュＲＯＭ３２に登録されている各種アプリケーションの内容に対応したメニュー
画面を読み出してタッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示させる際、該当するメニュー画面
の表示回数の値を「１」増加（インクリメント）する。なお、ＣＰＵ２１は、使用頻度カ
ウンタ２１Ｂが表示回数をインクリメントする際、タイマ２１Ａによって計時される日時
情報も併せて使用頻度カウンタ２１Ｂに記憶することが好ましい。
【０１０２】
　後述するように、この使用頻度の高い（表示回数の多い）メニュー画面は、そのメニュ
ー画面に対応する階層より下位の階層に割り当てられたメニュー画面がスリープモードか
ら解除された際の戻り先（つまり、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示される画面）と
して選択される。
【０１０３】
　図１０は、表示部３Ｂに表示される複数のメニュー画面の階層構造を示す図である。複
数のメニュー画面及びその階層構造を表すデータは、予めフラッシュＲＯＭ３２に格納さ
れている。図１０に示す階層構造では、例えば仕切り線ｂの境界線より左側に上位のメニ
ュー画面グループに属するメニュー画面（以下では、上位のメニュー画面）が割り当てら
れ、仕切り線ｂの境界線より右側に下位のメニュー画面グループに属するメニュー画面（
以下では、下位のメニュー画面）が割り当てられている。また図１０では、例えば上位の
メニュー画面から下位のメニュー画面が展開される。
【０１０４】
　図１０では、例えば最上位の画面として、ルートメニュー、保守、シャットダウンの各
メニュー画面が割り当てられる。ルートメニューのメニュー画面より下位のメニュー画面
として、カード決済、業務、汎用等のメニュー画面が割り当てられる（展開される）。
【０１０５】
　更に、カード決済のメニュー画面より下位のメニュー画面として、クレジットカード決
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済、デビットカード決済、電子マネープリペイド決済、電子マネーポストペイ決済の各メ
ニュー画面が割り当てられる。
【０１０６】
　また、クレジットカード決済のメニュー画面より下位のメニュー画面として、磁気カー
ド決済、ＩＣカード決済の各メニュー画面が割り当てられる。
【０１０７】
　また、磁気カード決済のメニュー画面より下位のメニュー画面として、スキャンプロン
プト、ブランド選択、金額入力、支払方法・回数入力、ＰＡＤ署名入力、決済要求送信、
決済結果表示、レシート印刷の各メニュー画面が割り当てられる。同様に、ＩＣカード決
済のメニュー画面より下位のメニュー画面として、スキャンプロンプト、ブランド選択、
金額入力、支払方法・回数入力、ＰＩＮ入力、決済要求送信、決済結果表示、レシート印
刷の各メニュー画面が割り当てられる。
【０１０８】
　一方、業務のメニュー画面より下位のメニュー画面として、売上管理、販売報告レポー
トの各メニュー画面が割り当てられる。同様に、汎用のメニュー画面より下位のメニュー
画面として、電子メール、ネットブラウザの各メニュー画面が割り当てられる。また一方
、保守のメニュー画面より下位のメニュー画面として、ソフトウェアバージョン管理、ユ
ーザ管理の各メニュー画面が割り当てられる。
【０１０９】
　本実施形態では、図１０に示す仕切り線ｂより左側のメニュー画面（つまり、上位のメ
ニュー画面）において、スリープモードに移行してから復帰（つまりスリープモードが解
除）する場合には、その戻り先は所定の画面（即ち、上位のメニュー画面（後述参照））
となる。
【０１１０】
　一方、図１０に示す仕切り線ｂより右側のメニュー画面（つまり、下位のメニュー画面
）において、スリープモードに移行してから復帰する場合には、その戻り先はスリープモ
ードへの移行直前にタッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示されていたメニュー画面となる
。
【０１１１】
　図１１は、第３の実施形態の決済端末装置１の決済処理手順を説明するフローチャート
である。図１１に示すフローチャートの各処理は、上述した第１の実施形態における図３
に示すフローチャートの各処理と同一であるので、各処理の具体的な説明は省略する。
【０１１２】
　第３の実施形態の決済端末装置１では、上述した第２の実施形態とは異なり、ＣＰＵ２
１は、図１１の矢印ｇで示される期間（即ち、ステップＳ１の磁気クレジットカードの読
取りを促すためのスキャンプロンプトの表示処理から、ステップＳ８で取引内容の各種入
力事項の確認結果のレシートとしての印字処理までの間）、タッチパネル３Ｄの表示部３
Ｂをスリープモードに移行させるが、この矢印ｇで示される期間では、スリープモードか
らの復帰時には、スリープモードへの移行直前に表示されていた画面を戻り先の画面とし
て表示させる。
【０１１３】
　図１２は、第３の実施形態の決済端末装置１のスリープモードからの復帰処理手順を説
明するフローャートである。図１２に示す復帰処理は、決済端末装置１に対し、操作者の
何かしらの入力操作（例えばキー操作）のイベントが発生した場合に実行される。入力操
作のイベントは、電源スイッチ３Ｅ押下割り込み、タッチ入力検出部３Ｃへのタッチ検出
割り込みなどである。イベントは、ポーリングによりその発生を認識されてもよい。
【０１１４】
　図１２において、ＣＰＵ２１は、スリープモードへの移行直前にタッチパネル３Ｄの表
示部３Ｂに表示されていた画面（直前の画面）の種類（種別や階層を含む。以下同様。）
を判別する（Ｓ３１）。例えば、直前の画面の情報は、ＣＰＵ２１が、使用頻度カウンタ
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２１Ｂに保持される、最新の日時で読み込まれた画面の種類を調べることで、把握可能と
なる。
【０１１５】
　ＣＰＵ２１は、直前の画面が、図１０に示す仕切り線ｂよりも上位のメニュー画面（つ
まり左側のメニュー画面）であるか、それとも下位のメニュー画面（つまり右側のメニュ
ー画面）であるかを識別する（Ｓ３２）。
【０１１６】
　直前の画面が図１０に示す仕切り線ｂよりも下位のメニュー画面である場合には（Ｓ３
２、ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに、直前の画面の表示を継続
させる（Ｓ３３）。例えば決済処理に関する具体的な処理内容に対応したメニュー画面は
、図１０に示す仕切り線ｂよりも全て下位の画面であるので、決済端末装置１は、スリー
プモードから復帰する際、直前の画面をそのまま表示させる。
【０１１７】
　一方、直前の画面が図１０に示す仕切り線ｂよりも上位のメニュー画面である場合には
（Ｓ３２、ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに、所定の画面とし
て、直前の画面よりも上位のメニュー画面を表示させる（Ｓ３４）。ステップＳ３３又は
ステップＳ３４の処理後、ＣＰＵ２１の処理は終了する。このように、ＣＰＵ２１は、ス
リープモードへの移行直前に表示されていた画面（メニュー画面）の種類に応じて、スリ
ープモードが解除された後のタッチパネル３Ｄの表示部３Ｂにおけるメニュー画面の切替
の要否を判断する。
【０１１８】
　図１３（Ａ）は、スリープモードへの移行直前に表示されていたメニュー画面を示す図
である。図１３（Ｂ）は、図１３（Ａ）のメニュー画面においてスリープモードから復帰
した時に表示される上位のメニュー画面を示す図である。図１３（Ｃ）は、スリープモー
ドへの移行直前に表示されていたメニュー画面を示す図である。図１３（Ｄ）は、図１３
（Ｃ）のメニュー画面においてスリープモードから復帰した時に表示される直前の画面と
してのメニュー画面を示す図である。言い換えると、図１３（Ｃ）に示すメニュー画面と
、図１３（Ｄ）に示すメニュー画面とは同じである。
【０１１９】
　以上により、第３の実施形態では、決済端末装置１は、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂ
に決済処理に関するいずれかのメニュー画面が表示された際、当該メニュー画面に対する
入力操作を検出するが、そのメニュー画面において一定時間以上にわたって入力操作が検
出されない場合には、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂをスリープモードに移行させる。ま
た、決済端末装置１は、スリープモードに移行した後に、入力操作が検出されたことでス
リープモードが解除された際、スリープモードへの移行直前にタッチパネル３Ｄの表示部
３Ｂに表示されていたメニュー画面の種類に応じて、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表
示させるメニュー画面の切替の要否を判断する。
【０１２０】
　これにより、決済端末装置１は、スリープモードの移行直前に表示されていたメニュー
画面の種類は操作者が自己の判断又は意識の下で入力操作を行ったかどうかによって異な
ることに着目すれば、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂのスリープモードの解除の際に、ス
リープモードの移行直前に表示されていたメニュー画面の種類（種別）に応じて、スリー
プモードの解除後のメニュー画面を切り替えるので、操作者の意図しないメニュー画面の
表示を抑制することができ、更に、操作者に対する入力操作の利便性を向上することがで
きる。
【０１２１】
　また、決済端末装置１は、スリープモードへの移行直前にタッチパネル３Ｄの表示部３
Ｂに表示されていたメニュー画面が所定の階層関係において規定される所定の階層より上
位の階層に割り当てられたメニュー画面である場合に、スリープモードへの移行直前にタ
ッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示されていたメニュー画面を所定の画面に切り替えてタ
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ッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示させる。これにより、決済端末装置１は、所定の階層
より上位の階層に割り当てられたメニュー画面がスリープモードへの移行直前に表示され
ていた場合には、例えば操作者は具体的にどの処理を目的としていたかを選択又は模索し
ていた可能性が高いことに着目すれば、スリープモードが解除された後にタッチパネル３
Ｄの表示部３Ｂに表示させるメニュー画面を所定の画面に切り替えることによって、操作
者の希望する処理を簡易に選択させることができる。
【０１２２】
　また、決済端末装置１は、スリープモードへの移行直前にタッチパネル３Ｄの表示部３
Ｂに表示されていたメニュー画面が所定の階層より下位の階層に割り当てられたメニュー
画面である場合に、スリープモードへの移行直前にタッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示
されていたメニュー画面の表示を継続させる。これにより、決済端末装置１は、所定の階
層より下位の階層に割り当てられたメニュー画面がスリープモードへの移行直前に表示さ
れていた場合には、例えば操作者は具体的にいずれかの処理を実行させることを目的とし
ていた可能性が高いことに着目すれば、スリープモードが解除された後にタッチパネル３
Ｄの表示部３Ｂに表示させるメニュー画面をスリープモードへの移行直前に表示されてい
たメニュー画面のまま表示を継続することによって、操作者の希望する処理を迅速に実行
することができる。
【０１２３】
　なお、本実施形態では、図１０に示す仕切り線ｂより左側のメニュー画面において、ス
リープモードから復帰する際の戻り先は、所定の画面として、上位の画面であったが、次
に示す戻り先であってもよい。例えば、決済処理におけるトップメニューの画面（即ち、
カード決済のメニュー画面）が戻り先でもよい。これにより、所定の画面は、決済処理に
関する複数の画面のうちスリープモードへの移行直前にタッチパネルに表示されていた画
面に対応する階層よりも上位の階層に割り当てられた画面であるため、決済端末装置１は
、スリープモードが解除された後にタッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示させる画面とし
て、操作者の希望する処理又はメニューを簡易に選択させることができる。
【０１２４】
　また、アクワイヤラや決済プロセッサの管理者等により指定された特定のメニュー画面
が戻り先でもよい。これにより、所定の画面は、アクワイヤラや決済プロセッサの管理者
等による所定の入力操作に応じて予め指定された所定の階層関係のうちいずれかの階層に
割り当てられた画面であるため、決済端末装置１は、スリープモードが解除された後にタ
ッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示させる画面として、所定の入力操作（例えばアクワイ
ヤラや決済プロセッサからの指示）に応じた階層に割り当てられた画面を表示するので、
操作者が操作に迷った又は困った際の起点となるメニューを表示することで、操作者の操
作に対する利便性を向上することができる。
【０１２５】
　また、フラッシュＲＯＭ３２により保持される複数のメニュー画面のうち、使用頻度カ
ウンタ２１Ｂによって計数された使用頻度が所定値以上である画面（つまり、使用頻度の
高い画面）が戻り先であってもよい。これにより、所定の画面は、決済処理に関する画面
としてタッチパネル３Ｄの表示部３Ｂにおける表示頻度が所定値以上であり、所定の階層
より上位の階層に割り当てられた画面であるため、決済端末装置１は、スリープモードが
解除された後にタッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに表示させるメニュー画面として、操作者
が頻繁に使用する処理又はメニューを表示させることで、操作者の操作時の安心感を与え
るとともに利便性を向上することができる。なお、使用頻度の高い画面が複数ある場合に
は、決済端末装置１は、例えば直前の画面より上位の画面を戻り先としてもよい。
【０１２６】
（第４の実施形態の内容に至る経緯）
　先ず、第４の実施形態を説明する前に、第４の実施形態の決済端末装置１の内容に至る
経緯について説明する。
【０１２７】
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　上述した特許文献１の小型決済端末は、タッチパネル式表示部の表示領域に、情報表示
エリア及び情報入力エリアが設定され、情報入力エリアにテンキー画像パターンを表示さ
せ、テンキー画像パターンに対する入力操作を可能にする。また、この小型決済端末は、
プリンタを備えており、決済処理の結果等の情報を予め内蔵されたロール紙に印字し、印
字内容が印字されたレシートを排紙口から排出する。この小型決済端末では、筺体の内部
に収容されたＡＣアダプタを介して、外部の商用電源（例えばＡＣ１００Ｖ）からの電力
が供給される。
【０１２８】
　しかし、特許文献１の構成では、プリンタが動作している間、小型決済端末の紙送り機
構の動力や印刷用紙への印字用の印字ヘッドの駆動のために多くの電力が消費されてしま
う。このため、プリンタが動作している間（つまり印刷中）は、小型決済端末内部で多く
の電力が消費されることになり、それによって小型決済端末内部の温度が急激に上昇した
。従って、小型決済端末内部の温度が上昇すると、内部の回路基板に搭載された電子部品
等に誤動作や劣化等の影響を与える可能性がある。このため、小型決済端末の電力消費を
抑制し、ＡＣアダプタに流れる総電流量を抑制したいという要望があった。また、ＡＣア
ダプタには、大電力大電流が供給可能な、容積、重量の大きな部品を使用する必要があり
、設置スペースが広く確保されているとはいえない店舗へ設置するためには、ＡＣアダプ
タを小型化したいという要望があった。
【０１２９】
（第４の実施形態）
　そこで、第４の実施形態では、プリンタが動作している間、一部の機能又は処理を一時
的に抑制又は停止することで、筺体の内部に収容された電源部に流入する総電流量を低減
し、消費電力を抑制する取引端末装置の例について説明する。
【０１３０】
　第４の実施形態の決済端末装置１の外観は、上述した第１の実施形態の決済端末装置の
外観（図１参照）と同一であるので、同一の符号を用いることで、その説明を省略する。
【０１３１】
　図１４は、第４の実施形態の決済端末装置１のハードウェア構成の一例を具体的に示す
ブロック図である。また、決済端末装置１のハードウェア構成において、第１の実施形態
の決済端末装置１と同一の構成要素については、同一の符号を用いることでその説明を省
略する。
【０１３２】
　図１４に示す決済端末装置１は、図１に示す決済端末装置１の構成に加え、決済処理に
関する画面を表示する表示部３Ｂを点灯して照明する照明部の一例としてのバックライト
４６と、バックライト４６の点灯、減光（微灯）、消灯の各種制御を行うバックライト制
御部４７とを更に有する。バックライト制御部４７はＣＰＵ２１に接続される。
【０１３３】
　バックライト制御部４７は、ＣＰＵ２１からの指示に応じて、バックライト４６の点灯
、減光、消灯の各種制御を行い、例えばバックライト４６を消灯、若しくは段階的に減光
することでバックライト４６の消灯又は減光を行う。なお、バックライト制御部４７は、
バックライト４６の発光量を連続的に可変可能な調光機能を有してもよい。
【０１３４】
　また、図１４に示す決済端末装置１は、情報処理部２０に含まれる各部に対し、動力源
としての電力を供給するための電源部４８を有する。この電源部４８は、決済端末装置１
の筐体に収容されており、例えば比較的小容量のＡＣアダプタを用いて実現可能である。
【０１３５】
　本実施形態の決済端末装置１における決済処理の流れは、上述した第１の実施形態の決
済端末装置１における動作手順（図３参照）と同一であるので、その説明を省略し、以下
では異なる動作について説明する。
【０１３６】
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　図１５は、第４の実施形態の決済端末装置１の図３に示すステップＳ８のレシート印刷
の動作手順を説明するフローチャートである。
【０１３７】
　図１５において、ＣＰＵ２１は、決済処理の対象となる取引内容の確認結果をレシート
として印刷（印字）する処理を開始する（Ｓ４１）。ＣＰＵ２１は、例えばステップＳ４
１における印刷を開始すると同時に、バックライト制御部４７に指示を与え、バックライ
ト４６を消灯若しくは減光させる（Ｓ４２）。消費電力を抑制する観点によれば、ＣＰＵ
２１は、バックライト４６を消灯させる方が好ましい。なお、このバックライト４６を消
灯若しくは減光させる動作は、ステップＳ４１で印刷処理が開始されてから、実際に印刷
動作が始まる前又は印刷動作が始まってから行われる。消費電力を抑制する観点によれば
、プリンタモジュール４の印字ヘッド、モータ（いずれも不図示）の動作や、プリンタＩ
／Ｆ４１からプリンタモジュール４への印字データ転送処理等の印刷動作を開始させる前
に、バックライトを消灯若しくは減光することが望ましい。
【０１３８】
　ＣＰＵ２１は、印刷が終了したか否かを判別する（Ｓ４３）。印刷が終了していない場
合には（Ｓ４３、ＮＯ）、ＣＰＵ２１の処理はステップＳ４２に戻る。
【０１３９】
　一方、印刷が終了した場合には（Ｓ４３、ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、バックライト制御
部４７に指示を与え、消灯若しくは減光していたバックライト４６を点灯させる（Ｓ４４
）。この後、ＣＰＵ２１の処理は、図３に示すステップＳ８の処理の時点に復帰する。即
ち、決済端末装置１の動作は終了する。
【０１４０】
　なお、ＣＰＵ２１は、ステップＳ４１において印刷を開始すると同時に、ステップＳ４
２におけるバックライト４６の消灯／減光制御と並行して、タッチパネル３Ｄ（即ち、画
面ＵＩ（User Interface：ユーザインタフェース）の入力操作の検出処理、及びグラフィ
ック処理や液晶表示板ドライバの駆動など画面等の表示処理）を停止させる処理を行って
もよい（Ｓ４２Ａ）。言い換えると、ＣＰＵ２１は、画面ＵＩの停止処理（即ち、タッチ
パネル３Ｄの停止処理）において、タッチ入力検出部３Ｃによるタッチ入力操作の検出を
停止し、また、表示部３Ｂによる画面（例えば決済処理に関する画面）の表示を停止する
。この後、ＣＰＵ２１の処理はステップＳ４３に進む。
【０１４１】
　また、ステップＳ４３で印刷が終了すると、ＣＰＵ２１は、ステップＳ４４におけるバ
ックライト４６を点灯させるとともに、画面ＵＩ（タッチパネル３Ｄ）の停止を解除する
処理を行う（Ｓ４４Ａ）。この後、ＣＰＵ２１の処理は終了し、図３に示すステップＳ８
の処理の時点に復帰する。即ち、決済端末装置１の動作は終了する。
【０１４２】
　以上により、第４の実施形態の決済端末装置１は、決済処理に関する情報をプリンタモ
ジュール４において印字されている間、例えば決済処理に関する画面を表示するタッチパ
ネル３Ｄの表示部３Ｂを照明するバックライト４６を減光又は消灯させる。
【０１４３】
　これにより、決済端末装置１は、プリンタモジュール４が動作している間、一部の機能
又は処理としてタッチパネル３Ｄの表示部３Ｂに対する照明を制御するバックライト４６
を優先的に、一時的に減光（抑制）又は消灯（停止）させるので、決済端末装置１の筐体
の内部に収容された電源部４８（例えばＡＣアダプタ）に流入する総電流量を低減するこ
とができ、更に、決済端末装置１における消費電力を抑制することができる。
【０１４４】
　また、決済端末装置１は、プリンタモジュール４により決済処理に関する情報の印字が
終了した後、減光又は消灯されていたバックライト４６を点灯させるので、消費電力が増
える印字中を除く期間では、バックライト４６の点灯を継続しても、決済端末装置１の筐
体の内部に収容される電源部４８に流入する総電流量の増大を抑制することができる。
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【０１４５】
　また、決済端末装置１は、プリンタモジュール４により決済処理に関する情報が印字さ
れている間、優先的なバックライト４６の減光又は消灯の他に、決済処理に関する画面に
対する入力操作を検出するためのタッチ入力検出部３Ｃを含むタッチパネル３Ｄの機能を
一時的に停止するので、決済端末装置１の筐体の内部に収容される電源部４８に流入する
総電流量の増大を一層抑制することができる。
【０１４６】
　また、決済端末装置１は、プリンタモジュール４により決済処理に関する情報の印字が
終了した後、タッチパネル３Ｄのタッチ入力検出部３Ｃにおける入力操作の検出の停止を
解除するので、消費電力が増える印字中を除く期間では、バックライト４６の点灯の他に
入力操作の検出処理を継続しても、決済端末装置１の筐体の内部に収容される電源部４８
に流入する総電流量の増大を抑制することができる。
【０１４７】
　また、決済端末装置１は、プリンタモジュール４により決済処理に関する情報が印字さ
れている間、バックライト４６の減光又は消灯の他に、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂへ
の電源供給の処理を一時的に停止するので、決済端末装置１の筐体の内部に収容される電
源部４８に流入する総電流量の増大を一層抑制することができる。
【０１４８】
　また、決済端末装置１は、プリンタモジュール４により決済処理に関する情報の印字が
終了した後、タッチパネル３Ｄの表示部３Ｂへの電源供給の停止を解除するので、消費電
力が増える印字中を除く期間では、バックライト４６の点灯の他にタッチパネル３Ｄの表
示部３Ｂへの電源供給を継続しても、決済端末装置１の筐体の内部に収容される電源部４
８に流入する総電流量の増大を抑制することができる。
【０１４９】
　以上、図面を参照しながら各種の実施形態について説明したが、本発明はかかる例に限
定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内
において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても
当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【０１５０】
　本発明は、タッチパネルに対する所定の入力操作を介することで、操作者に対し、取引
上重要な意味を持つ入力操作の実行を明確に意識させ易くし、誤操作の誘発を抑制する取
引端末装置として有用である。
【０１５１】
　また、本発明は、少なくとも決済処理に関する画面が表示されている場合には、操作者
からの入力操作が無い状態が所定時間以上にわたって継続した場合でも、スリープモード
への移行を回避し、取引内容の決済処理を迅速に完了させる取引端末装置として有用であ
る。
【０１５２】
　また、本発明は、タッチパネルのスリープモードの解除の際に、操作者の意図しない画
面の表示を抑制し、操作者に対する入力操作の利便性を向上する取引端末装置として有用
である。
【０１５３】
　また、本発明は、プリンタが動作している間、一部の機能又は処理を一時的に抑制又は
停止することで、筺体の内部に収容された電源部に流入する総電流量を低減し、消費電力
を抑制する取引端末装置として有用である。
【符号の説明】
【０１５４】
　１　決済端末装置
　２　本体
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　２Ａ　開口部
　２Ｂ　開状態検知スイッチ
　２Ｈ　本体側面
　３　蓋部
　３Ａ　上面
　３Ｂ　表示部
　３Ｃ　タッチ入力検出部
　３Ｄ　タッチパネル
　３Ｅ　電源スイッチ
　３Ｆ　戻るキー
　４　プリンタモジュール
　５Ａ　ロック解除ボタン
　２０　情報処理部
　２１　ＣＰＵ
　２１Ａ　タイマ
　２１Ｂ　使用頻度カウンタ
　２２　局所無線通信部
　２３　局所無線通信アンテナ
　２４　広域無線通信部
　２５　広域無線通信アンテナ
　３２　フラッシュＲＯＭ
　３３　ＤＲＡＭ
　３４　キーパッド部
　３５　磁気カードリーダ部
　３６　タンパ制御部
　３７　ＳＲＡＭ
　３８　バックアップ電池
　４１　プリンタＩ／Ｆ
　４２　開状態検知部
　４６　バックライト
　４７　バックライト制御部
　４８　電源部
　５１ａ、５１ｂ、５１ｃ、５１ｄ　入力領域
　５２　重要キー
　５３　テンキー
　６１　入力受付アイコン
　６３　ＹＥＳアイコン
　６５　ＮＯアイコン
【要約】　　　（修正有）
【課題】少なくとも決済処理に関する画面が表示されている場合には、操作者からの入力
操作が無い状態が所定時間以上にわたって継続した場合でも、スリープモードへの移行を
回避し、取引内容の決済処理を迅速に完了させる。
【解決手段】決済端末装置は、タッチパネルにいずれかの画面が表示された際、当該画面
に対する入力操作を検出するが、その画面において一定時間以上にわたって入力操作が検
出されない場合には、タッチパネルをスリープモードに移行させる。また、決済端末装置
は、少なくとも決済先装置との間で行われる決済処理に関する画面がタッチパネルに表示
されている間では、一定時間以上にわたって当該画面に対する入力操作が検出されなくて
も、タッチパネルのスリープモードへの移行を省略し、タッチパネルに表示されている内
容の表示を継続する。
【選択図】図７
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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