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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
互いに動く少なくとも２つの部品（２３、２５；９３、９５）と、
互いに相対的に第１の位置と第２の位置に移動させることができる前記少なくとも２つの
部品（２３、２５；９３、９５）のうちの１つの部品（２３；９３）に取り付けられ、ま
た前記第１の位置では操作することができるが前記第２の位置では操作することができな
い、キーパッド（２９；９９）と、
前記少なくとも２つの部品（２３、２５；９３、９５）が前記第１の位置と第２の位置の
どちらにあるかに対応する第１の検出器信号（ｄ１）を生成し、これにより、前記少なく
とも２つの部品（２３、２５；９３、９５）が前記第１の位置に移動したことを前記第１
の検出器信号が示した後で、移動電話端末（２１；９１）が移動電話端末（２１；９１）
への着信呼を自動的に受信する機能を持つようにした、第１の検出器（３９；１０９）と
、
を備える移動電話端末（２１；９１）であって、
さらに前記移動電話端末のユーザが着信呼の自動的受信を止めて呼をどう処理するかを決
定することができる手段を含む移動電話端末（２１；９１）であって、
移動電話端末（２１）は少なくとも１つの結合要素（４１）を含み、前記結合要素は結合
した状態か結合していない状態かに対応する第２の検出器信号（ｄ２）を生成し、また前
記結合要素は部品（２３、２５）が第２の位置にあるときに操作可能であり、
移動電話端末（２１）は前記第１の検出器信号（ｄ１）と第２の検出器信号（ｄ２）に従
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って着信呼を自動的に受信するかどうか決定する、
ことを特徴とする、移動電話端末（２１）。
【請求項２】
前記結合要素は押しキーを含む、
ことを特徴とする、請求項１に記載の移動電話端末（２１）。
【請求項３】
前記押しキーは前記移動電話端末の音量を制御する音量キーとしても用いられる、
ことを特徴とする、請求項２に記載の移動電話端末（２１）。
【請求項４】
移動電話端末（２１）は前記少なくとも２つの部品（２３、２５）のどちらかに取り付け
られたアンテナ（３３）を含み、
前記アンテナ（３３）は引き出しおよび押し込み可能なアンテナ部品（３５）と第２の検
出器（３７）を含み、前記第２の検出器は前記引き出しおよび押し込み可能なアンテナ部
品が引き出された位置にあるか押し込まれた位置にあるかに対応する第２の検出器信号（
ｄ２）を生成し、また前記結合要素（４１）は前記引き出しおよび押し込み可能なアンテ
ナ部品と前記第２の検出器から成る、
ことを特徴とする、請求項１に記載の移動電話端末（２１）。
【請求項５】
前記結合要素（４１）は、引き出しおよび押し込み可能なアンテナ部品（３５）を押し込
んだときに結合する、
ことを特徴とする、請求項４に記載の移動電話端末（２１）。
【請求項６】
前記少なくとも２つの部品（２３、２５）が前記第１の位置に移動したと第１の検出器信
号（ｄ１）が示し、かつ前記少なくとも２つの部品が前記第１の位置に移動したときに前
記結合要素が結合していなかったことを前記第２の検出器信号（ｄ２）が示すときは、前
記移動電話端末は着信呼を自動的に受信すると決定する、
ことを特徴とする、請求項１から５のいずれかに記載の移動電話端末（２１）。
【請求項７】
前記少なくとも２つの部品（２３、２５）が前記第１の位置に移動したことを前記第１の
検出器信号（ｄ１）が示し、かつ前記少なくとも２つの部品が前記第１の位置に移動する
前の所定の時間前記結合要素が結合していなかったことを第２の検出器信号（ｄ２）が示
すときは、前記移動電話端末は着信呼を自動的に受信すると決定する、
ことを特徴とする、請求項１から５のいずれかに記載の移動電話端末（２１）。
【請求項８】
互いに動く少なくとも２つの部品（２３、２５；９３、９５）と、
互いに相対的に第１の位置と第２の位置に移動させることができる前記少なくとも２つの
部品（２３、２５；９３、９５）のうちの１つの部品（２３；９３）に取り付けられ、ま
た前記第１の位置では操作することができるが前記第２の位置では操作することができな
い、キーパッド（２９；９９）と、
を含む、移動電話端末（２１；９１）による方法であって、
ａ） 前記移動電話端末（２１；９１）に検出可能な操作に従って、前記少なくとも２つ
の部品（２３、２５，９３、９５）が前記第１の位置に移動した後で移動電話端末（２１
；９１）は着信呼を自動的に受信するかどうか決定し、
ステップａ）は次のサブステップ、すなわち、
ｂ） 前記少なくとも２つの部品（２３、２５）を前記第１の位置か第２の位置に移動さ
せたことに対応する第１の検出器信号（ｄ１）を生成し、
ｃ） 前記少なくとも２つの部品（２３、２５）を前記第２の位置に移動させたときに操
作可能である結合要素（４１）が結合した状態にあるか結合していない状態にあるかに対
応する第２の検出器信号（ｄ２）を生成し、
ｄ） 第１の検出器信号（ｄ１）と第２の検出器信号（ｄ２）に従って着信呼を自動的に
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受信するかどうか決定する、
ことを含むことを特徴とするをことを特徴とする、移動電話端末による方法。
【請求項９】
サブステップｄ）の決定は、前記少なくとも２つの部品（２３、２５）が前記第１の位置
に移動したことを前記第１の検出器信号（ｄ１）が示し、かつ前記少なくとも２つの部品
が前記第１の位置に移動したときに前記結合要素が結合していなかったことを前記第２の
検出器信号（ｄ２）が示すときは、着信呼を自動的に受信することを含む、
ことを特徴とする、請求項８に記載の移動電話端末による方法。
【請求項１０】
サブステップｄ）の決定は、前記少なくとも２つの部品（２３、２５）が前記第１の位置
に移動したことを前記第１の検出器信号（ｄ１）が示し、かつ前記少なくとも２つの部品
が前記第１の位置に移動する前の所定の時間前記結合要素が結合していなかったことを前
記第２の検出器信号（ｄ２）が示すときは、着信呼を自動的に受信することを含む、こと
を特徴とする、請求項８に記載の移動電話端末による方法。

【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は移動体トランシーバによる装置と方法の分野に関する。より詳しくは、本発明は
移動電話端末と、移動電話端末への着信呼の処理に関するこの分野の一部に関する。
現在の技術
現在市販されている移動電話端末の多くの型（例えばエリクソン　ＧＦ３３７）は、キー
パッドやディスプレイなどの移動電話端末の重要な手段を覆う蓋（フリップ）を備える。
この蓋は、これらの重要な手段を意図せずに操作することを防ぐ機械的保護の役目をする
。
移動電話端末が着信呼を受信するとき、ユーザは一般に多くの操作を行う必要がある。例
えば、着信呼を受信するためにアンテナを引き出し、「ＳＥＮＤ」キー（「肯定」キー）
を押す。移動電話端末に上に述べたような蓋がついていると、ユーザは「ＳＥＮＤ」キー
を押すために蓋を開かなければならない。
着信呼を受信する際にユーザが行わなければならない操作の数を減らすために、多くの型
の移動電話端末はいわゆる活動蓋（active lid）（活動フリップ）を備えている。活動蓋
が閉じている移動電話端末に呼が着信してユーザが活動蓋を開くると、ユーザが「ＳＥＮ
Ｄ」キーを押すのと同じ効果が得られる。すなわち、ユーザが活動蓋を開くと呼を自動的
に受信する。
活動蓋を持つ移動電話端末の例は、特許文書ＵＳ４８９７８７３と、ＵＳ５１８５７９０
に述べられている。
しかしこの活動蓋には欠点がある。例えばＧＳＭ（移動体通信用のグローバル・システム
）などの移動電話システムの中には、ユーザが着信呼を受信する操作以外の操作をすれば
利用できるサービスを提供するシステムもある。ＧＳＭシステムのこのようなサービスの
例として、「ユーザが決定する話中」と「呼の偏向（deflection）」がある。これらのサ
ービスは、ＧＳＭ　Ｒｅｃ．０２．３０と、ＧＳＭ　Ｒｅｃ．０２．７２にそれぞれ記述
されている。これらのサービスを用いるには、ユーザは「ＳＥＮＤ」以外のキーを押さな
ければならない。例えば「ユーザが決定する話中」では、ユーザは０と「ＳＥＮＤ」、ま
たは「ＥＮＤ（ＮＯ）を押さなければならない。当然のことながら、活動蓋を備える移動
電話端末ではこのようなサービスを用いることはできない。なぜなら、活動蓋を開くと呼
を自動的に受信するので、ユーザはどのキーも押す時間がないからである。
発明の概要
本発明は活動蓋（または対応する装置）を有する移動電話端末の問題を解決するものであ
る。この問題は、ユーザは着信呼を単に受信するだけではなく着信呼を処理して他のサー
ビスを受けたいが、それには蓋が閉じているため蓋の下に隠れているキーパッド（または
対応する装置）を操作する必要がある、ということである。しかし移動電話端末は、蓋が
開いているときに着信呼を自動的に受信する機能も持たなければならない。
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一般的にこの問題を解決するには、ユーザの必要に応じて着信呼を自動的に受信する機能
を止める手段を移動電話端末が備えれば良い。したがって本発明の目的は、活動蓋を有す
る移動電話端末において、ユーザが希望するときだけ着信呼を自動的に受信し、希望しな
いときは受信しないようにすることである。
更に特定して上記の問題を解決するために、本発明の移動電話端末は蓋が開いているか閉
じているかに対応する第１の検出器信号を生成する第１の検出器を含む。またこの移動電
話端末は、蓋が閉じているときにユーザが操作することのできる結合要素（engaging ele
ment）を含む。結合要素は、結合要素が結合しているか結合していないかに対応する第２
の検出器信号を生成する。移動電話端末は、蓋を開いたときに呼を自動的に受信するか受
信しないかを決定する際に、これらの第１および第２の検出器信号を考慮する。第２の検
出器信号はユーザが結合要素に行う操作に従うので、ユーザは必要な操作を結合要素に行
って着信呼の自動的受信を止めることができる。
更に特定して述べると、上記の問題を解決するために本発明の移動電話端末は、蓋を開い
た後に着信呼の自動的受信を或る時間遅らせる手段を含む。移動電話端末の蓋が開いてい
るので、ユーザはこの時間遅れの間に移動電話端末のキーパッドを操作することができる
。遅れ時間が終わる前にユーザがキーパッドに何らかの操作を行えば、移動電話端末は着
信呼の自動的受信を止める。
また本発明は上に述べた目的を達成する方法である。
本発明の好ましい実施の形態について、添付の図面を参照して詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
図１は、一般に知られた構造を持つ第１の移動電話端末の前面図を示す。
図２は、第１の移動電話端末の別の前面図を示す。
図３は、第１の移動電話端末の側面図を示す。
図４は、一般に知られた構造を持つ第２の移動電話端末の前面図を示す。
図５は、第２の移動電話端末の内部構造のブロック図を示す。
図６は、着信呼を受信するときの第２の移動電話端末の動作を示す流れ図である。
図７は、本発明の第３の移動電話端末の前面図を示す。
図８は、第３の移動電話端末の内部構造のブロック図を示す。
図９は、着信呼を受信するときの第３の移動電話端末の動作を示す流れ図である。
好ましい実施の形態
図１は、一般に知られた構造を持つ第１の移動電話端末１の前面図を示す。第１の移動電
話端末１は、主部３と蓋５という２つの部品を含む。主部３と蓋５は固定軸継手７により
互いに動くよう結合されている。第１の移動電話端末１はキーパッド９を含む。キーパッ
ド９は「ＳＥＮＤ」キーや、「ＥＮＤ」キーや、電話番号を選択するのに用いられる数キ
ー（０－９）などを含む。図１では、蓋５は第１の位置（開）にあり、第１の移動電話端
末１のユーザはキーパッド９を操作することができる。また第１の移動電話端末１はディ
スプレイ１１を含む。これは第１の移動電話端末のユーザに情報を示すのに用いられる。
また第１の移動電話端末１はアンテナ１３を含む。これは、第１の移動電話端末が無線信
号を受信および送信するのに用いられる。
図２は第１の移動電話端末の別の前面図を示す。図２では、蓋５は第２の位置（閉）にあ
る。この第２の位置では、蓋５はキーパッド９が意図せずに押されることのないよう保護
する。またユーザはキーパッド９のキーを押すことができない。第１の移動電話端末１の
蓋５は活動蓋である。したがって第１の移動電話端末１は、蓋５が第１の位置にあるか第
２の位置にあるかを検出する第１の検出器１９を含む。第１の検出器１９は、蓋５が第１
の位置にあるか第２の位置にあるかに対応して第１の検出器信号ｄ１を生成する。すでに
説明したように、ユーザが蓋５を第１の位置（蓋５は開）に移動させると、第１の移動電
話端末１は着信呼を自動的に受信する。第１の検出器１９は蓋５が開いたことを検出する
。
図３は第１の移動電話端末１の側面図を示す。第１の移動電話端末１は主部３の側面に取
り付けられた２つの音量キー１５および１７を含む。音量キー１５および１７は、ユーザ
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が第１の移動電話端末１の音量を調整するのに用いられる。図３の蓋５は第１の位置にあ
るが、蓋５が第２の位置にあるときもユーザは音量キー１５および１７を操作することが
できる。
すでに述べたように、蓋５が開くと着信呼を自動的に受信するので、第１の移動電話端末
１はある種類の移動電話サービスを用いることができない。
図４乃至図６を参照して、以下に本発明を説明する。
図４は、本発明の第２の移動電話端末２１の前面図を示す。第２の移動電話端末２１の構
造は、多くの点で図１、図２、図３の第１の移動電話端末１の構造に対応する。すなわち
第２の移動電話端末２１は、第１の移動電話端末１に対応して、主部２３、蓋２５、軸継
手２７、キーパッド２９、ディスプレイ３１、アンテナ３３、第１の検出器３９を含む。
また第２の移動電話端末２１のアンテナ３３は、引き出しおよび押し込み可能なアンテナ
部３５を含む。これ自体は移動電話端末の分野で良く知られた機能である。図４に示す引
き出しおよび押し込み可能なアンテナ部３５は引き出し位置にある。第２の移動電話端末
２１は、引き出しおよび押し込み可能なアンテナ部３５が引き出し状態か押し込み状態か
を検出する第２の検出器３７を更に含む。第２の検出器３７は、引き出しおよび押し込み
可能なアンテナ部３５が引き出し状態にあるか押し込み状態にあるかに対応する第２の検
出器信号ｄ２を生成する。
引き出しおよび押し込み可能なアンテナ部３５と第２の検出器３７は結合要素４１として
動作する。この結合要素は、ユーザが操作することにより移動電話端末に任意の形の情報
を入力することのできる全ての種類の要素と解釈して良い。例えば、キー、ホイール、ま
たはユーザがこれらの要素に行った操作を検出する関連手段を持つ任意の種類の制御キー
などを含む要素である。またこの結合要素は音声制御手段を含む。ここで、結合要素が結
合しているという表現は、結合要素が所定の検出可能な方法で操作されたことを意味する
。第２の移動電話端末２１の蓋２５が第２の位置（閉）にあるとき、ユーザは図４の結合
要素４１を操作することができる。結合要素４１は、引き出しおよび押し込み可能なアン
テナ部３５が押し込み位置にあるときに結合していると考える。
図５は、第２の移動電話端末２１の内部構造を記述するブロック図を示す。第２の移動電
話端末２１は、第２の移動電話端末２１のアンテナ３３に接続する無線ユニット４５を含
む。無線ユニット４５はアンテナ３３を介して無線信号を受信しまた送信する。無線ユニ
ット４５は無線信号を受信し、受信した無線信号の検出に対応する検出信号Ｃを出す。第
２の移動電話端末２１は着信呼検出器４７を含む。着信呼検出器は無線ユニット４５に接
続して検出信号Ｃを受ける。着信呼検出器４７は検出信号Ｃを分析して、第２の移動電話
端末２１が着信呼を受信中かどうか決定する。また着信呼検出器４７は、第２の移動電話
端末２１が着信呼を受信中かどうかに対応する第１の指示信号Ａを生成する。第２の移動
電話端末２１は論理ユニット４９を含む。論理ユニット４９は第２の移動電話端末２１の
動作を監視して制御する。論理ユニット４９は着信呼検出器４７に接続し、第１の指示信
号Ａを受ける。第２の移動電話端末２１のキーパッド２９はキーパッド２９の押されたキ
ーに対応する第２の指示信号Ｂを生成する。論理ユニット４９はキーパッド２９に接続し
て第２の指示信号Ｂを受ける。また論理ユニットは、第２の移動電話端末２１の第１の検
出器３９と結合要素４１に属する検出器３７に接続して、第１の検出器信号ｄ１と第２の
検出器信号ｄ２を受ける。
本発明では、第１の検出器信号ｄ１と第２の検出器信号ｄ２に従って、論理ユニット４９
は第２の移動電話端末２１への着信呼を処理する。図６は、着信呼を受信したときに本発
明の第２の移動電話端末２１が動作する方法の例を記述する流れ図を示す。
図６に示す方法は第１のステップ６１から開始する。このとき第２の移動電話端末２１は
いわゆる待機モードにあり、蓋２５は第２の位置（閉）にある。
図６に示す方法は第２のステップ６３に進み、第２の移動電話端末２１は着信呼を受信す
る。論理ユニット４９は第１の指示信号Ａから着信呼に関する情報を受ける。
図６に示す方法は第３のステップ６５に進み、論理ユニットは着信呼に応じて第２の移動
電話端末２１を起動してリング信号を出す。第２の移動電話端末２１の蓋２５はまだ第２
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の位置（閉）にある。
図６に示す方法は第４のステップ６７に進み、ユーザは第２の移動電話端末２１の蓋２５
を第１の位置に移動させる（蓋を開く）。論理ユニット４９は第１の検出器信号ｄ１から
、第２の移動電話端末２１の蓋２５が第１の位置（開）にあるという情報を受ける。
図６に示す方法は第５のステップ６９に進み、論理ユニット４９は着信呼を自動的に受信
するかどうか決定する。論理ユニット４９は第１の検出器信号ｄ１と第２の検出器信号ｄ
２を考慮してこの決定を行う。図６の例示の方法におけるこの決定では、蓋２５が第１の
位置（開）に移動したと第１の検出器信号ｄ１が示し、かつ同時に、または蓋が第１の位
置（開）に移動したときより所定の時間以前に、結合要素４１が結合していないと第２の
検出器信号ｄ２が示した場合は、着信呼を自動的に受信する。もちろん論理ユニット４９
は、着信呼を自動的に受信するかどうかを決定するのに他の基準を用いても良い。例えば
、論理ユニット４９は、蓋２５が第１の位置に移動したと第１の検出器信号ｄ１が示し、
かつ蓋２５が１の位置（開）に移動したときに結合要素４１が結合していなかったと第２
の指示器信号ｄ２が示した場合だけ、着信呼を自動的に受信すると決定しても良い。
図６の第５のステップ６９で論理ユニット４９が着信呼を自動的に受信すると決定した場
合は、第６ステップ７１に進む。図６の第６のステップ７１で、論理ユニット４９は第２
の移動電話端末２１が着信呼を受信するよう制御する。図６の第６ステップ７１から第７
ステップ７３に進み、会話が確立される。
図６の第５のステップ６９で論理ユニット４９が着信呼を自動的に受信しないと決定した
場合は、第８ステップ７５に進む。図６の第８ステップ７５で、第２の移動電話端末２１
の蓋２５は第１の位置（開）にあり、論理ユニット４９は第２の移動電話端末２１を起動
してリング信号を出す。次にどのように処置するかはユーザが決める。ここでユーザは第
２の移動電話端末２１のキーパッド２９を操作することができるので、キーパッド２９の
キーを押して着信呼をどのように処理するか決定する。図６に示す第９ステップ７７、第
１０ステップ７９、第１１ステップ８５は、キーパッドのキーを押す３つの方法を示す。
図６の第９のステップ７７ではユーザは着信呼を受信すると決定し、ユーザは「ＳＥＮＤ
」キーを押す。論理ユニット４９は第２の指示信号Ｂからこのキーを押したという情報を
受ける。第９ステップ７７の後この方法は前に述べた第６ステップ７１に進み、論理ユニ
ット４９はユーザがキーを押したことに応じて着信呼を受信するよう制御する。前に述べ
たように、第６のステップ７１から第７ステップに進む。
図６の第１０のステップでは、ユーザは「ＥＮＤ」キーを押すか、または０キーと「ＳＥ
ＮＤ」キーを押す。論理ユニット４９は第２の指示信号Ｂからこのようにキーを押したと
いう情報を受け、図６の方法は第１２ステップ８１に進む。
図６の第１２ステップ８１では、論理ユニット４９はサービス「ユーザが決定するユーザ
話中」を開始する。図６の第１２ステップ８１から第１３ステップ８３に進み、第２の移
動電話端末２１は待機モードに戻り、蓋は第１の位置（開）にある。
図６の第１１ステップ８５では、ユーザはこれまで示した例とは異なる任意のキーを押す
。論理ユニット４９はこのキー操作に応じて、対応するサービスまたは機能（図６に疑問
符で示す）を開始する。このようなサービスまたは機能の例は「呼の偏向」である。
上に説明したように、第２の移動電話端末２１の結合要素４１は引き出しおよび押し込み
可能なアンテナ部３５と第２の検出器３７とを組み合わせたものである。もちろん第２の
移動電話端末２１は、結合要素４１の機能に対応する機能を持つ任意の他の形の結合要素
を持って良い。例えば他の形の結合要素の例は、キーと、キーを押したかどうかを検出す
る検出器手段である。
移動電話端末の構造が活動蓋を持つ第１の移動電話端末１であり、また本来の目的が結合
要素４１ではなく、かつ活動蓋が閉じられているときに操作可能である結合手段（音量キ
ー１５および１７）を含むので、この構造は、操作可能な結合要素（音量キー１５および
１７）を第２の移動電話端末２１の結合要素４１に対応する方法で用いるように修正する
ことができる。
図７は、本発明の第３の移動電話端末９１の前面図を示す。第３の移動電話端末９１の構
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造は、多くの点で図１、図２、図３の第１の移動電話端末１の構造に対応する。したがっ
て第３の移動電話端末１は第１の移動電話端末に対応して、主部９３、蓋９５、軸継手９
７、キーパッド９９、ディスプレイ１０１、アンテナ１０３、第１の検出器１０９を含む
。
図８は、第３の移動電話端末９１の内部構造を示すブロック図を示す。図８の第３の移動
電話端末９１の内部構造は多くの点で図５の第２の移動電話端末２１の内部構造に対応す
る。図５の第２の移動電話端末２１の内部構造に対応して、図８の第３の移動電話端末９
１の構造は次のブロックを含む。すなわち、無線ユニット１１５、着信呼検出器１１７、
キーパッド９９、第１の検出器１０９、論理ユニット１１９である。図５に対応して図８
において、無線ユニット１１５はアンテナ１０３に接続し、着信呼検出器１１７は無線ユ
ニット１１５に接続する。図８の論理ユニット１１９は着信呼検出器１１７とキーパッド
９９と第１の検出器１０９に接続し、図５の論理ユニット４９に対応して、第１の指示信
号Ａと第２の指示信号Ｂと第１の検出器信号ｄ１を受ける。また図８のブロック図はタイ
マ１２１を含む。タイマ１２１は論理ユニット１１９に接続して、論理ユニット１１９が
生成する起動信号Ｓとリセット信号Ｒを受ける。論理ユニット１１９は起動信号Ｓにより
タイマを起動する。タイマ１２１は、タイマ１２１を起動した後の経過時間に対応するタ
イマ信号Ｔを生成して出す。論理ユニット１１９はリセット信号Ｒによりタイマ１２１を
止めてリセットする。論理ユニット１１９はタイマ１２１に接続してタイマ信号Ｔを受け
る。
図９は、着信呼を受信したときに本発明の第３の移動電話端末９１が動作する方法の例を
記述する流れ図を示す。
図９に示す方法は第１のステップ１３１から開始する。このとき第３の移動電話端末９１
は待機モードにあり、蓋９５は第２の位置（閉）にある。
図９に示す方法は第２のステップ１３３に進み、第３の移動電話端末９１は着信呼を受信
する。論理ユニット１１９は第１の指示信号Ａから着信呼に関する情報を受ける。
図９に示す方法は第３のステップ１３５に進み、論理ユニット１１９は着信呼に応じて第
３の移動電話端末９１を起動してリング信号を出す。第３の移動電話端末９１の蓋９５は
まだ第２の位置（閉）にある。
図９に示す方法は第４のステップ１３７に進み、ユーザは第３の移動電話端末９１の蓋９
５を第１の位置（開）に移動させる。論理ユニット１１９は第１の検出器信号ｄ１から、
第３の移動電話端末９１の蓋９５が第１の位置（開）にあるという情報を受ける。
図９に示す方法は第５のステップ１３９に進み、論理ユニット１１９はリセット信号Ｒに
よりタイマ１２１をリセットし、その後で、起動信号Ｓによりタイマ１２１を起動する。
図９に示す方法は第６のステップに進み、論理ユニット１１９は第２の指示信号Ｂに従っ
て、キーパッド９９が所定の方法で操作されたかどうか判定する。第６ステップでキーパ
ッドが所定の方法で操作されなかったと論理ユニット１１９が知ると、図９の方法は第７
のステップ１４３に進む。
図９の第７のステップ１４３で、論理ユニット１１９はタイマ信号Ｔに従って、第３の移
動電話端末９１の蓋９５が或る所定の時間ｔ＿ｍａｘより長い間、第１の位置（開）にあ
ったかどうか決定する。第７のステップ１４３で、蓋９５が所定の時間ｔ＿ｍａｘより長
い間開いていなかったと論理ユニット１１９が判定した場合は図９の第６のステップ１４
１に戻る。そうでない場合は着信呼を自動的に受信する。すなわち、図９の第８ステップ
１４５から第９ステップ１４７に進み、着信呼を受信して接続が確立される。
図９の第６ステップ１４１で、ユーザがキーパッド９９を所定の方法で操作したと論理ユ
ニット１１９が判定した場合は、その後この方法はユーザの操作に従う。図９に示す方法
では、第１０ステップ１４９と第１１ステップ１５１と第１２ステップ１５３により３つ
の所定の方法を例示する。
図９の第１０ステップ１４９では、ユーザは「ＳＥＮＤ」キーを押す。このときは図９の
第８ステップ１４５から第９ステップ１４５に進み、着信呼を受信して接続が確立される
。
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図９の第１１ステップ１５１では、ユーザは「ＥＮＤ」キーを押すか、または数キー０と
「ＳＥＮＤ」キーを押す。このときは図９の第１４ステップ１５５に進み、論理ユニット
１１９はサービス「ユーザが決定するユーザ話中」を開始する。図９の第１４ステップ１
５５から第１５ステップ１５７に進み、第３の移動電話端末９１は再び待機モードに戻り
、蓋９５は第１の位置（開）にある。
図９の第１２ステップ１５３では、ユーザは前に示した例とは異なる方法でキーパッド９
９を操作する。これに応じて、論理ユーザ１１９は対応するサービスまたは操作（図９に
疑問符で示す）を開始する。このようなサービスまたは機能の例は「呼の偏向」である。
このように第３の移動電話端末９１は、部品９３と９５を第１の位置に移動させてから所
定の時間ｔ＿ｍａｘだけ着信呼の自動的受信を遅らせる。したがって、ユーザは所定の時
間ｔ＿ｍａｘの間はキーパッド９９を操作することができる。この所定の時間ｔ＿ｍａｘ
の間にユーザが第３の移動電話端末９１のキーパッド９９を所定の方法で操作した場合は
自動的受信が行われず、ユーザがキーパッド９９で行った操作に関する所望のサービスま
たは機能を開始することができる。
第３の移動電話端末９１のタイマ１２１は、タイマ１２１を起動した後の経過時間を示す
タイマ信号Ｔを生成する。重要な点は、所定の時間ｔ＿ｍａｘが経過したかどうかをタイ
マ信号Ｔから判定できることである。したがって、タイマ１２１はタイマ信号Ｔを別の方
法で生成して良い。例えば、タイマ１２１は２進形式のタイマ信号Ｔを生成して、所定の
時間ｔ＿ｍａｘが経過するまでは論理０に対応する値を出し、その後は論理１に対応する
値に切り替えるようにして良い。
図９に例示する方法では、キーパッド９９を多数の所定の方法のどれかで操作したときに
着信呼の自動的受信を止めた。また所定のキーパッド９９の操作方法に従って着信呼を処
理した。もちろん、所定の操作を別の方法で定義する（すなわちどういうときに着信呼の
受信を止めるかの基準を作る）こともできる。例えば、所定の操作とは１のキーを押すこ
とである、と定義すると、１のキーを押した場合は着信呼の自動的受信を止める。したが
ってユーザはキーパッドを操作して、任意のキー（例えばＳＥＮＤ、０　ＳＥＮＤ、また
はその他のキー）を押して着信呼を処理する方法を決定することができる。
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