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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのＨＭＩモジュール（１２）を少なくとも有するシステム（１０）であ
って、前記ＨＭＩモジュール（１２）のための少なくとも１つの機械式の第１のインター
フェース（１８ａ）を有する少なくとも１つの第１の手動工作機械（１４ａ）と、前記Ｈ
ＭＩモジュール（１２）のための少なくとも１つの機械式の第２のインターフェース（１
８ｂ）を有する、前記第１の手動工作機械（１４ａ）と異なる種別の少なくとも１つの第
２の手動工作機械（１４ｂ）と、を有するシステムにおいて、
　前記ＨＭＩモジュール（１２）は、前記第１のインターフェース（１８ａ）とも前記第
２のインターフェース（１８ｂ）とも取外し可能に結合でき、
　前記ＨＭＩモジュール（１２）は、環境固有の特性量、または、環境固有でかつ前記手
動工作機械（１４）に関わる特性量を検出する１つまたは複数のセンサを装備している少
なくとも１つのセンサユニット（４４）を少なくとも有していて、環境に関わるパラメー
タ、または、環境及び前記手動工作機械（１４）に関わるパラメータが提供され、
　前記ＨＭＩモジュール（１２）は、更に少なくとも１つの光学式の表示装置（３０）を
有していて、前記ＨＭＩモジュールが、前記第１のインターフェース（１８ａ）に結合さ
れている場合と、前記第２のインターフェース（１８ｂ）に結合されている場合と、で、
該光学式の表示装置（３０）に表示される前記パラメータが互いに異なる
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
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　前記第１の手動工作機械（１４ａ）は、少なくとも１つの第１のハウジング（２０ａ）
を有しており、前記第１のハウジング（２０ａ）は、前記ＨＭＩモジュール（１２）を収
容するために意図される切欠き（２２）を有している、
　請求項１に記載のシステム（１０）。
【請求項３】
　前記光学式の表示装置（３０）は、照明装置（３２）および／またはディスプレイ（３
４）によって具体化される、
　請求項１または２に記載のシステム（１０）。
【請求項４】
　前記ＨＭＩモジュール（１２）は、少なくとも１つの操作部材（３８）を有している、
　請求項１から３のいずれか１項に記載のシステム（１０）。
【請求項５】
　前記ＨＭＩモジュール（１２）は、少なくとも１つの通信ユニット（４０）を有してい
る、
　請求項１から４のいずれか１項に記載のシステム（１０）。
【請求項６】
　前記ＨＭＩモジュール（１２）は、少なくとも１つの記憶装置ユニット（５０）を有し
ている、
　請求項１から５のいずれか１項に記載のシステム（１０）。
【請求項７】
　前記ＨＭＩモジュール（１２）は、少なくとも１つのデータ処理ユニット（５５）を有
している、
　請求項１から６のいずれか１項に記載のシステム（１０）。
【請求項８】
　前記ＨＭＩモジュール（１２）は、少なくとも１つの再充電可能なバッテリ（５６）を
有している、
　請求項１から７のいずれか１項に記載のシステム（１０）。
【請求項９】
　前記第１の手動工作機械（１４ａ）は、少なくとも１つの第１の電子装置ユニット（６
０）を収容している、
　請求項１から８のいずれか１項に記載のシステム（１０）。
【請求項１０】
　前記手動工作機械（１４）は、電源駆動式の手動工作機械として構成されている、
　請求項１から９のいずれか１項に記載のシステム（１０）。
【請求項１１】
　前記手動工作機械（１４）は、バッテリ駆動式の手動工作機械として構成されている、
　請求項１から９のいずれか１項に記載のシステム（１０）。
【請求項１２】
　前記手動工作機械（１４）は、次の群
ａ．アンギュラ研削機（１４ａ）
ｂ．偏心研削機（１４ｂ）
ｃ．ストレート研削機（１４ｃ）
ｄ．研削器具（１４ｄ）
ｅ．振動式のマルチツール（１４ｅ）
ｆ．ルーターマシン（１４ｆ）
ｇ．電動スクレーパ（１４ｇ）
ｈ．回しびき鋸（１４ｈ）
ｉ．丸鋸（１４ｉ）
ｊ．リベット器具（１４ｊ）
ｋ．ローラーサンダー（１４ｋ）
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ｌ．ドライバー／ドリルドライバー（１４ｌ）
ｍ．ドリルハンマー（１４ｍ）
ｎ．打撃ハンマー（１４ｎ）
ｏ．集塵器（１４ｏ）
のうちのいずれかとして構成されている、
　請求項１から１１のいずれか１項に記載のシステム（１０）。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１つのＨＭＩモジュールを有するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　独立請求項の構成要件を有する本発明によるシステムは、少なくとも、少なくとも１つ
の第１の外部のアプリケーションユニットと対応することができる、少なくとも１つの第
１のヒューマン・マシン・インターフェース（ＨＭＩ）モジュールを含んでいる。「対応
する」とは、ここでは特に、ＨＭＩモジュールを第１の外部のアプリケーションユニット
の表面または内部に取り付けることができ、または配置することができることなどを意味
するものとする。「外部のアプリケーションユニット」とは、利用対象物、複数の利用対
象物からなるユニット、または利用対象物のシステムを意味するものとする。外部のアプ
リケーションユニットは第１の手動工作機械であるのが好ましい。あるいは、外部のアプ
リケーションユニットが作業手段、工具、工具トランクまたは工具箱、衣料品、特に作業
保護衣類、再充電可能なバッテリ、電気器具、電子器具および／またはデータ処理装置、
測定器具、または製造所であることも考えられる。
【発明の概要】
【０００３】
　第１の外部のアプリケーションユニットは、少なくとも１つの第１のインターフェース
を有しているのが好ましい。
【０００４】
　さらにこのシステムは、少なくとも１つの第２の外部のアプリケーションユニット、好
ましくは第２の手動工作機械を有している。第２の外部のアプリケーションユニットは、
少なくとも１つの第２のインターフェースを有している。
【０００５】
　ＨＭＩモジュールは、第１のインターフェースとも第２のインターフェースとも対応で
きることが提案される。このようにして、ＨＭＩモジュールをさまざまな外部のアプリケ
ーションユニットと結合可能であるという利点がある。このことは、たとえば手動工作機
械のような外部のアプリケーションユニットのモジュール形式の構造を可能にする。「モ
ジュール形式の構造」とは、ここでは特にビルディングブロック原理に基づく構造を意味
するものとする。すなわち、ＨＭＩモジュールをさまざまな多数の外部のアプリケーショ
ンユニットとともに構成することができる。このようなモジュール形式の構造は、簡単で
低コストな組立を可能にする。
【０００６】
　従属請求項に記載されている構成要件により、請求項１に記載のシステムの好ましい発
展形が可能である。
【０００７】
　第１のインターフェースと第２のインターフェースは機械的なインターフェースである
のが好ましい。機械的なインターフェースとは、ここでは特に外部の接触面と接触させる
ことができる、外部のアプリケーションユニットの接触面を意味するものとする。このよ
うにして、ＨＭＩモジュールを第１のアプリケーションユニットとも第２のアプリケーシ
ョンユニットとも結合できるという特別な利点がある。
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【０００８】
　ＨＭＩモジュールはさまざまな外部のアプリケーションユニットと、特に取外し可能に
、相互に結合することができる。そのために第１の外部のアプリケーションユニットは、
少なくとも１つの第１のハウジングを有しているのが好ましく、第１のハウジングは切欠
きを有するのが好ましい。第１のハウジング部分の切欠きは、ＨＭＩモジュールと結合さ
れるために意図されるのが好ましい。
【０００９】
　ＨＭＩモジュールは、少なくとも１つの光学式の表示装置を有しているのが好ましい。
光学式の表示装置とは、ここでは特に光表示、デジタル表示、ディスプレイなどによって
情報を視覚的に表示する装置を意味するものとする。
【００１０】
　光学式の表示装置は、照明装置、ディスプレイ、または投影装置によって具体化される
のが好ましい。照明装置とは、特に、可視光の発信によって情報を視覚的に表示する装置
を意味するものとする。
【００１１】
　可視光とは、ここでは特に、特に次のような表示を含む光を意味するものとする：
・光の色の変化
・光強度の変化
・異なる長さの光パルス
・異なる明るさの光パルス
・光の進行方向の変化を伴う進行光
・パルス周波数および／または明るさに関して変化する光パルス
【００１２】
　投影装置とは、ここでは特に、光学式の表示装置の周辺へ情報を投影する装置を意味す
るものとする。
【００１３】
　ＨＭＩモジュールは、少なくとも１つの操作部材を有しているのが好ましい。操作部材
はスイッチ、調節部材、センサ部材、無接触式のスイッチなどによって構成されることが
提案される。それにより、外部のアプリケーションユニットをＨＭＩモジュールを通じて
操作することができるという利点がある。
【００１４】
　ＨＭＩモジュールは、データ伝送接続を成立させるための少なくとも１つの通信ユニッ
トを有しているのが好ましい。それにより、ＨＭＩモジュールからデータを外部のデータ
処理ユニットへ伝送できるという利点がある。「通信ユニット」とは、特に、ＨＭＩモジ
ュールから外部のデータ処理ユニットへのデータ伝送を可能にするコンポーネントを意味
するものとする。通信ユニットはケーブルレス式の通信ユニットとして構成されるのが好
ましい。このとき通信ユニットはＷＬＡＮ通信ユニット、ブルートゥース（登録商標）通
信ユニット、無線・通信ユニット、ＲＦＩＤ通信ユニット、ＮＦＣ通信ユニット、赤外・
通信ユニット、移動無線網・通信ユニットなどとして構成されていてよい。通信ユニット
は、双方向データ伝送のために意図されるのが好ましい。別案の実施形態では、通信ユニ
ットはケーブル式の通信ユニットとして構成され、たとえばＬＡＮ通信ユニット、ＵＳＢ
通信ユニットなどとして構成される。
【００１５】
　ＨＭＩモジュールは、少なくとも１つのセンサユニットを有しているのが好ましい。セ
ンサユニットは、少なくとも１つの特性量を検出して少なくとも１つのセンサ信号へと変
換するために意図される、少なくとも１つのセンサを装備していてよい。
【００１６】
　少なくとも１つのセンサは、次のセンサアプリケーションのうちの１つとして施工され
ていてよいのが好ましい：距離センサ、加速度センサ、人感センサ、回転速度センサ、圧
力センサ、湿度センサ、ガスセンサ、位置センサ、光センサ、近接スイッチ、音響センサ
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、温度センサ、磁界センサ、測位センサなど。
【００１７】
　ＨＭＩモジュールは、少なくとも１つの記憶装置ユニットを有しているのが好ましい。
記憶装置ユニットとは、特に電子データのようなデータを保存するためのデータ記憶装置
または記憶媒体を意味するものとする。
【００１８】
　さらにＨＭＩモジュールは、少なくとも１つのデータ処理ユニットを有している。デー
タ処理ユニットとは、データを検出して所定の方式に基づいて処理し、結果として出力す
る電子コンポーネントのようなコンポーネント、たとえばトランジスタ、あるいは集積回
路のようなコンポーネントユニットを意味するものとする。
【００１９】
　ＨＭＩモジュールは、少なくとも１つの再充電可能なバッテリを有しているのが好まし
い。再充電可能なバッテリは、電気エネルギーを蓄え、必要なときにＨＭＩモジュールへ
出力するために意図される。
【００２０】
　第１の外部のアプリケーションユニットは、少なくとも１つの第１の電子装置ユニット
を含んでいる。電子装置ユニットは、外部のアプリケーションユニットを制御および／ま
たは調節し、データを保存および／または評価し、および／または他の電子装置ユニット
と通信するために意図されるのが好ましい。
【００２１】
　外部のアプリケーションユニットは電源駆動式の手動工作機械として構成されることが
提案される。
【００２２】
　さらに、外部のアプリケーションユニットはバッテリ駆動式の手動工作機械として構成
されることが提案される。
【００２３】
　手動工作機械は、次の実施形態のうち少なくとも１つとして施工されているのが好まし
い：
ａ．アンギュラ研削機
ｂ．偏心研削機
ｃ．ストレート研削機
ｄ．研削器具
ｅ．振動式のマルチツール
ｆ．ルーターマシン
ｇ．電動スクレーパ
ｈ．回しびき鋸
ｉ．丸鋸
ｊ．リベット器具
ｋ．ローラーサンダー
ｌ．ドライバー／ドリルドライバー
ｍ．ドリルハンマー
ｎ．打撃ハンマー
ｏ．集塵器
【００２４】
　ＨＭＩモジュールの光学式の表示装置は、外部のアプリケーションユニットの機能性に
合わせて適合化されるのが好ましい。たとえばＨＭＩモジュールの光学式の表示装置は、
アンギュラ研削機に配置される場合、回しびき鋸に配置される場合とは異なるパラメータ
を表示する。この理由によりＨＭＩモジュールは、適用ケースに応じて別様に施工される
光透過性の透明な被覆層を有するように施工される。その他の利点や好都合な実施形態は
、図面の説明や図面から読み取ることができる。
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【００２５】
　図面には本発明によるシステム、本発明によるコンポーネント、ならびに本発明による
外部のアプリケーションユニットが示されている。
【００２６】
　図面は次のものを示す：
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明によるシステムをさまざまな外部の実施形態とともに示す模式図である。
【図２】ＨＭＩモジュールを有する本発明による第１の外部の実施形態を示す模式図であ
る。
【図３】ＨＭＩモジュールを有する本発明による第２の外部の実施形態を示す模式図であ
る。
【図４】本発明によるＨＭＩモジュールを示す模式図である。
【図５】本発明によるシステムをさまざまな外部の実施形態とともに示す模式図である。
【図６】本発明によるＨＭＩモジュールの１つの実施形態を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　それぞれ異なる実施例に出てくる同じコンポーネントには、同一の符号が使われている
。
【００２９】
　図１は、ＨＭＩモジュール１２と、複数の外部のアプリケーションユニット１４とを有
するシステム１０を示している。外部のアプリケーションユニット１４は、手動工作機械
１４ａ～１４ｋとして構成されるのが好ましい。
【００３０】
　図２に示すように、第１の外部のアプリケーションユニット１４ａはアンギュラ研削機
として構成されている。第１の外部のアプリケーションユニット１４ａは第１のインター
フェース１８ａを有している。第１のインターフェース１８ａは、ＨＭＩモジュール１２
と接続されるために意図される。
【００３１】
第２の外部のアプリケーションユニット１４ｂは、図３に示すように、偏心研削機として
構成されている。第２の外部のアプリケーションユニット１４ｂは、第２のインターフェ
ース１８ｂを有している。第２のインターフェース１８ｂは、ＨＭＩモジュール１２と接
続されるために意図される。
【００３２】
　モジュール形式の設計形態を実現するために、第１のインターフェース１８ａと第２の
インターフェース１８ｂは機械式のインターフェースとして構成されている。
【００３３】
　ＨＭＩモジュール１２は、第１のインターフェース１８ａとも第２のインターフェース
１８ｂとも接続可能である。ＨＭＩモジュール１２は、外部のアプリケーションユニット
１４へ形状接合式、物質接合式、または摩擦接合式に組み込むことができる。そのために
第１の外部のアプリケーションユニット１４ａは、第１のハウジング２０を有している。
第１のハウジング２０は切欠き２２を有している。ＨＭＩモジュールが第１のハウジング
２０の切欠きに差し込まれる。ＨＭＩモジュール１２には、ＨＭＩモジュールが組付けら
れたときに突き当たるアンダーカット２４が配置されている。あるいはＨＭＩモジュール
を接着し、溶接し、リベット留めすることなどもできる。
　図４は、ＨＭＩモジュール１２を模式図として示している。図４から明らかなように、
ＨＭＩモジュール１２は光学式の表示装置３０を装備している。光学式の表示装置３０は
、照明装置３２および／またはディスプレイ３４として具体化される。
【００３４】
　照明装置３２はＨＭＩモジュール１２に配置されている。照明装置３２は、可視光の発
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信によって情報を視覚的に表示するために意図される。特に周辺、特に作業領域が照明さ
れる。
　このとき照明装置３２は次のような表示を具体化する：
・特に次のような表示を含む光
　・光の色の変化
　・光強度の変化
　・異なる長さの光パルス
　・異なる明るさの光パルス
　・光の進行方向の変化を伴う進行光
　・パルス周波数および／または明るさに関して変化する光パルス
【００３５】
　光源としての役目は多数のＬＥＤが果たす。ＬＥＤは印刷技術によって条導体に実装さ
れていてよい。あるいはＬＥＤは、ＳＭＤＬＥＤとして施工されていてもよい。光源から
発信される光は、さまざまに異なる色を有することができる。光源から発信される光は、
明るさに関して変化させることができる。光源から発信される光は、明るさを周期的に変
える点滅光であってよい。
　ディスプレイ３４は、画像や数字のような情報を視覚化する。光学式の表示装置１６の
ディスプレイは、回転数、温度、モード表示などのようなパラメータに関する情報を表示
する。ディスプレイ３４はＨＭＩモジュール１２に配置されている。ディスプレイ３４は
、光学的な情報を出力するために意図される。このとき文字、グラフィック、画像、およ
び／またはフィルムなどを出力可能である。あるいは光学式の表示装置３０は、光学的な
情報を周囲に投影する投影装置であることも考えられる。
【００３６】
　図４は、ＨＭＩモジュール１２が操作部材３８を装備していることを示している。操作
部材３８は、本実施例ではスイッチ４０である。スイッチ４０は、ＨＭＩモジュール１２
の表示装置３０をターンオンする。あるいは、操作部材３８が調節部材等であることも可
能である。操作部材３８は、ＨＭＩモジュール１２に配置されている。操作部材３８は、
部分的に光学式の表示装置３０にも配置されていてよい。このとき操作部材３８は、光学
式の表示装置３０と一体的に施工されていてよい。あるいは操作部材３８は、光学式の表
示装置３０との複合型として施工されていてもよい。
【００３７】
　ＨＭＩモジュール１２は、電子データを通信するための通信ユニット４０を有している
。ＨＭＩモジュール１２の通信ユニット４０は、ケーブルレス式の通信ユニット４０とし
て構成されるのが好ましい。このとき通信ユニット４０はＷＬＡＮ通信ユニット、ブルー
トゥース（登録商標）通信ユニット、無線・通信ユニット、ＲＦＩＤ通信ユニット、ＮＦ
Ｃ通信ユニット、赤外・通信ユニット、移動無線網・通信ユニット、Ｚｉｇｂｅｅ通信ユ
ニットなどとして構成されていてよい。ＨＭＩモジュール１２の通信ユニット４０は、双
方向データ伝送のために意図されるのが特に好ましい。ＨＭＩモジュール１２の通信ユニ
ット４０と外部の通信ユニットとの間の通信はケーブルレス式に行われるのが好ましい。
通信ユニット４０はＨＭＩモジュール１２に配置される。あるいは通信ユニット４０は、
部分的に光学式の表示装置３０または操作部材３８に配置されていてもよい。あるいは、
通信ユニット４０が当業者に有意義と思われるその他の役割を担うことも考えられる。
【００３８】
　さらにＨＭＩモジュール１２はセンサユニット４４を装備している。センサモジュール
４４は、１つまたは複数のセンサを装備している。センサは、決定されるべき１つの特性
量または決定されるべき複数の特性量を検出し、これを１つのセンサ信号または複数のセ
ンサ信号へと変換するために意図される。このときセンサは、環境固有の特性量および／
または外部のアプリケーションユニット１４に関わる特性量を検出し、環境および／また
は外部のアプリケーションユニット１４に関するパラメータを提供する。このときセンサ
モジュール４４は、次のセンサのうち少なくとも１つを含んでいる：
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・少なくとも１つの距離特性量を検出し、距離特性量を特徴づけるパラメータを提供する
ために意図される距離センサ
・少なくとも１つの加速度特性量を検出し、加速度特性量を特徴づけるパラメータを提供
するために意図される加速度センサ
・少なくとも１つの運動特性量を検出し、運動特性量を特徴づけるパラメータを提供する
ために意図される運動センサ
・少なくとも１つの回転特性量を検出し、回転特性量を特徴づけるパラメータを提供する
ために意図される回転速度センサ
・少なくとも１つの圧力特性量を検出し、圧力特性量を特徴づけるパラメータを提供する
ために意図される圧力センサ
・少なくとも１つの湿度特性量を検出し、湿度特性量を特徴づけるパラメータを提供する
ために意図される湿度センサ
・少なくとも１つのガス特性量を検出し、ガス特性量を特徴づけるパラメータを提供する
ために意図されるガスセンサ
・少なくとも１つの位置特性量を検出し、位置特性量を特徴づけるパラメータを提供する
ために意図される位置センサ
・少なくとも１つの光特性量を検出し、光特性量を特徴づけるパラメータを提供するため
に意図される光センサ
・少なくとも１つの音響特性量を検出し、音響特性量を特徴づけるパラメータを提供する
ために意図される音響センサ
・少なくとも１つの温度特性量を検出し、温度特性量を特徴づけるパラメータを提供する
ために意図される温度センサ
・少なくとも１つの磁界特性量を検出し、磁界特性量を特徴づけるパラメータを提供する
ために意図される磁界センサ
・少なくとも１つのＧＰＳ特性量を検出し、ＧＰＳ特性量を特徴づけるパラメータを提供
するために意図されるＧＰＳセンサ
【００３９】
　センサモジュール４４はＨＭＩモジュール１２に配置される。センサモジュール４４は
、光学式の表示装置３０、操作部材３８、または通信ユニット４０に部分的に配置されて
いてもよい。あるいは、センサモジュール４４が当業者に有意義と思われるその他の役割
を担うことも考えられる。
【００４０】
　さらにＨＭＩモジュール１２は、少なくとも１つの記憶装置ユニット５０を有している
。記憶装置ユニット５０はデータを、特に電子データを、あるいは好ましくは光学データ
を保存するために意図される。記憶装置ユニット５０はＨＭＩモジュール１２に配置され
る。あるいは記憶装置ユニット５０は、光学式の表示装置３０、操作部材３８、通信ユニ
ット４０、またはセンサモジュール４４に部分的に配置されていてもよい。あるいは記憶
装置ユニット５０が、当業者に有意義と思われるその他の役割を担うことも考えられる。
【００４１】
　ＨＭＩモジュール１２はデータ処理ユニット５５を有している。データ処理ユニット５
５は、データを、特に電子データを、あるいは好ましくは光学データを保存し、管理し、
処理し、および／または転送するために意図される。データ処理ユニット５５はＨＭＩモ
ジュール１２に配置される。あるいはデータ処理ユニット５５は、光学式の表示装置３０
、操作部材３８、通信ユニット４０、センサモジュール４４、または記憶装置ユニット５
０に部分的に配置されていてもよい。あるいはデータ処理ユニット５５が、当業者に有意
義と思われるその他の役割を担うことも考えられる。
【００４２】
　図４に明らかなとおり、ＨＭＩモジュール１２は再充電可能なバッテリ５６を有してい
る。再充電可能なバッテリ５６は、ＨＭＩモジュール１２のためのエネルギー供給の役目
を果たす。あるいは再充電可能なバッテリ５６が、当業者に有意義と思われるその他の役
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割を果たすことも考えられる。再充電可能なバッテリ５６は、充電ステーションを介して
、または誘導式に充電可能である。
【００４３】
　ＨＭＩモジュール１２は差込接点５８を有している。差込接点５８は、外部のアプリケ
ーションユニット１４からのＨＭＩモジュール１２へのエネルギー供給の役目を果たす。
さらに差込接点５８は、ＨＭＩモジュール１２と外部のアプリケーションユニット１４と
の間でデータを交換できるようにするために、データインターフェースとして意図されて
いてよい。このときデータインターフェースとしてＵＡＲＴ、ＳＰＩ、Ｉ２Ｃなどが考え
られる。
【００４４】
　図２に明らかなとおり、第１の外部のアプリケーションユニット１４ａは電子装置ユニ
ット６０を含んでいる。電子装置ユニット６０は、外部のアプリケーションユニット１４
ａを制御および／またはコントロールし、電子データを保存、管理、処理、および／また
は転送し、および／または他の電子装置ユニットと通信するために意図される。ＨＭＩモ
ジュール１２は、コネクタおよび／または回線を通じて電子装置ユニット６０と接続され
ていてよい。
　図１では、外部のアプリケーションユニットは電源駆動式の手動工作機械として構成さ
れている。
　図５では、外部のアプリケーションユニットはバッテリ駆動式の手動工作機械として構
成されている。
　このとき手動工作機械は、次の群のうちの１つの手動工作機械に割り当てられる：
ａ．アンギュラ研削機（１４ａ）
ｂ．偏心研削機（１４ｂ）
ｃ．ストレート研削機（１４ｃ）
ｄ．研削器具（１４ｄ）
ｅ．振動式のマルチツール（１４ｅ）
ｆ．ルーターマシン（１４ｆ）
ｇ．電動スクレーパ（１４ｇ）
ｈ．回しびき鋸（１４ｈ）
ｉ．丸鋸（１４ｉ）
ｊ．リベット器具（１４ｊ）
ｋ．ローラーサンダー（１４ｋ）
ｌ．ドライバー／ドリルドライバー（１４ｌ）
ｍ．ドリルハンマー（１４ｍ）
ｎ．打撃ハンマー（１４ｎ）
ｏ．集塵器（１４ｏ）
【００４５】
　図６は、ＨＭＩモジュール１２を１つの好ましい実施形態で示している。本発明による
実施形態では、ＨＭＩモジュールは角を面取りした長方形に施工される。あるいは、ＨＭ
Ｉモジュールが尖った角のある長方形または楕円形であることも考えられる。同様に、Ｈ
ＭＩモジュール１２が当業者に有意義と思われるその他のあらゆる幾何学形態で構成され
ることも考えられる。ＨＭＩモジュール１２がさまざまに異なる光学式の表示装置３０を
有することができる。ＨＭＩモジュール１２の光学式の表示装置３０は、外部のアプリケ
ーションユニット１４の機能性に合わせて適合化されるのが好ましい。たとえばＨＭＩモ
ジュール１２の光学式の表示装置３０は、アンギュラ研削機１４ａに配置される場合には
、回しびき鋸１４ｈに配置される場合とは異なるパラメータを表示する。この理由により
ＨＭＩモジュール１２は、適用ケースに応じて別様に製作される、光透過性の透明な被覆
層１００を有するように施工される。
【符号の説明】
【００４６】
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　１０　システム
　１２　ＨＭＩモジュール
　１４ａ　第１の外部のアプリケーションユニット
　１４ｂ　第２の外部のアプリケーションユニット
　１８ａ　第１のインターフェース
　１８ｂ　第２のインターフェース
　２０ａ　第１のハウジング
　２２　切欠き
　３０　光学式の表示装置
　３２　照明装置
　３４　ディスプレイ
　３８　操作部材
　４０　通信ユニット
　４４　センサユニット
　５０　記憶装置ユニット
　５５　データ処理ユニット

【図１】 【図２】
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