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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の機能モードと第２の機能モードとを有する端末装置であって、
　第１の部分（２０１）及び第２の部分（２０２）であって、これら両部分が互いに隣接
する開放位置と、前記第２の部分（２０２）が前記第１の部分（２０１）に重なり合う閉
鎖位置とに相対的に移動可能である第１の部分（２０１）及び第２の部分（２０２）と、
　前記第１の機能モード及び第２の機能モードで情報を表示する表示装置（２３，３３）
であって、前記第１の部分（２０１）に配置されかつ前記閉鎖位置において少なくとも部
分的に露出される部分（２３）を有し、かつ前記開放位置において全体的に露出される表
示装置（２３，３３）と、
　前記第１の機能モードで情報を入力する第１のキーパッド（２１，２２）であって、前
記第２の部分（２０２）に配置されかつ前記閉鎖位置において利用できる第１のキーパッ
ド（２１，２２）と、
　前記第２の機能モードで情報を入力する第２のキーパッド（３１，３２）であって、前
記第２の部分（２０２）に配置されかつ前記開放位置において利用できる第２のキーパッ
ド（３１，３２）と、をそなえ、
　前記表示装置の前記の少なくとも部分的に露出される部分（２３）と前記第１のキーパ
ッド（２１，２２）とは、前記閉鎖位置において共通の第１の固有の使用方向を有し、
　前記の全体的に露出される表示装置（２３，３３）と前記第２のキーパッド（３１，３
２）とは、前記開放位置において共通の第２の固有の使用方向を有し、前記第１及び第２
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の固有の使用方向は互いに垂直であり、
　前記端末装置は、前記両部分を前記閉鎖位置から前記開放位置に移動することにより、
前記第１の機能モードから前記第２の機能モードへ切り換えられることを特徴とする端末
装置。
【請求項２】
　前記第１の機能モードにおいて、前記の少なくとも部分的に露出される部分（２３）は
、前記端末装置の機能についての情報を示すように配置され、前記第２の機能モードにお
いて、前記の全体的に露出される表示装置（２３，３３）は、前記端末装置と通信システ
ムとの間で転送される文字情報を示すように配置されていることを特徴とする請求項１に
記載の端末装置。
【請求項３】
　前記の全体的に露出される表示装置（２３，３３）の表面積は、前記の少なくとも部分
的に露出される部分（２３）の表面積の少なくとも２倍の大きさであることを特徴とする
請求項２に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記第１のキーパッドは、前記第１の機能モードで加入者コードを入力するための数字
キーパッド（２１）を含み、前記第２のキーパッドは、前記第２の機能モードで英数字テ
キストを入力するための手段（３１）を含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか一
項に記載の端末装置。
【請求項５】
　前記第２の部分（２０２）の第１の表面は前記第１のキーパッド（２１，２２）を含み
、前記第１の部分（２０１）の第１の表面は前記表示装置（２３，３３）を含み、前記閉
鎖位置において、前記端末装置のユーザ表面は、前記第１のキーパッド（２１，２２）及
び前記表示装置の少なくとも部分的に露出される部分（２３）を含み、
　前記第２の部分の第２の表面は前記第２のキーパッド（３１，３２）を含み、前記開放
位置において、前記端末装置のユーザ表面は、前記第２の部分（２０２）の第２の表面と
前記第１の部分（２０１）の第１の表面とを含むことを特徴とする請求項１～４のいずれ
か一項に記載の端末装置。
【請求項６】
　前記第２の部分（２０２）の前記第１の表面と前記第２の表面は、前記第２の部分（２
０２）の相対向する表面であることを特徴とする請求項５に記載の端末装置。
【請求項７】
　前記第１の部分（２０１）と前記第２の部分（２０２）は、取付け手段（２８）により
それらの縁部で互いに取り付けられ、前記第１の部分（２０１）と前記第２の部分（２０
２）は、前記取付け手段に対して閉鎖位置及び開放位置へと回転可能であることを特徴と
する請求項１～６のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項８】
　前記取付け手段（２８，４８）はヒンジであることを特徴とする請求項７に記載の端末
装置。
【請求項９】
　前記第１の部分（２０１）と前記第２の部分（２０２）との間で信号を転送するための
たわみ線を含むことを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項１０】
　前記第１の部分（２０１）と前記第２の部分（２０２）との間で無線で信号を転送する
ための手段を含むことを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項１１】
　前記第１の部分（２０１）は第１のコネクタ手段を含み、前記第２の部分（２０２）は
第２のコネクタ手段を含み、前記第１及び第２のコネクタ手段は、前記閉鎖位置において
前記第１の部分（２０１）と前記第２の部分（２０２）との間で信号を転送するために互
いに接続されていることを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の端末装置。
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【請求項１２】
　前記端末装置は移動局であることを特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の
端末装置。
【請求項１３】
　固定通信システムに対して接続可能な端末装置であることを特徴とする請求項１～１２
のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項１４】
　通信システムに接続可能であり、第１の機能モードと第２の機能モードとを有し、かつ
表示装置（２３，３３）を含み、
　前記第１の機能モードにおいて前記表示装置の少なくとも部分的に露出される部分（２
３）に情報が表示され、かつ前記第１の機能モードにおいては第１のキーパッド（２１，
２２）により情報が入力され、また、
　前記第２の機能モードにおいて全体的に露出される表示装置（２３，３３）に情報が表
示され、かつ前記第２の機能モードにおいては第２のキーパッド（３１，３２）により情
報が入力されるようにした端末装置に情報を示すための方法であって、
　前記第１の機能モードと前記第２の機能モードとの間での切換えは、前記端末装置の２
つの可動部分（２０１，２０２）を閉鎖位置と開放位置との間で相対的に切換えることに
よってもたらされるステップと、
　前記表示装置（２３，３３）で情報を提供するステップであって、前記第１の機能モー
ドで第１の固有の使用方向で情報を提供するステップと、前記第２の機能モードで第２の
固有の使用方向で情報を提供するステップとを含み、前記第１の固有の使用方向は前記第
１のキーパッド（２１，２２）の固有の使用方向と同じであり、前記第２の固有の使用方
向は前記第２のキーパッド（３１，３２）の固有の使用方向と同じであり、かつ前記第１
の固有の使用方向に対して垂直であることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　前記端末装置は、前記第１の機能モードでは音声を転送するために、また前記第２の機
能モードではテキスト及び／又はデータを転送するために用いられることを特徴とする請
求項１４に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の目的は、端末装置、特にそのユーザインタフェースならびに端末装置内での情
報の入力及び表示の方法にある。端末装置というのは、この場合、セルラシステムに接続
できる移動局といったような通信システムに接続することのできるあらゆる端末装置のこ
とを意味する。これはまた、電話機といったような、固定ネットワークに接続可能な端末
装置をも意味することができる。通信システムへの接続は、ここでは無線インタフェース
により達成される接続といった有線接続又は無線接続を意味する。
【背景技術】
【０００２】
　移動電話及び固定ネットワーク電話は、これまで音声を転送するために主として用いら
れてきたが、現在では文字データといったようなデータを転送し処理するためにも通信シ
ステムの端末装置が増々使用されるようになっている。さらに、端末装置は、通信システ
ムによって提供されるサービス機能を制御するためにも使用可能である。これらのより一
層発達した各機能は、端末装置のユーザインタフェースに対し特別な必要条件を設定する
。
【０００３】
　図１は、既知の移動電話を示している。移動局10のユーザインタフェースは通常、数字
キーパッド11、機能キーパッド12及び表示装置13をそなえている。数字キーパッドは、移
動電話に対し、接続が望まれている電話番号を入力するために使用される数字キー（０－
９）をそなえている。さらに、数字キーパッドは一般にいくつかの記号キーを含む。機能
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キーパッドは、移動局又は通信システムの機能を活動状態にするために用いられる。図１
はまた、イヤピース（受話器）14、マイクロホン（送話器）15及び移動局のアンテナ16を
も示す。
【０００４】
　例えば接続を形成するため以下の要領で移動局10が用いられる。すなわち、該局は、機
能キーパッド12のキーを用いて活動状態（アクティブ）モードへと接続され、その後、該
移動局はさらに移動ネットワークのその他の部分に接続される基地局に対する接続を作り
上げる。この後、接続したい加入者の電話番号といったような加入者コードを入力するた
めに、移動局の数字キー11が用いられる。入力番号は、番号が正しく入力されていること
をチェックするために移動局の表示装置11上に示される。この後、接続キーを押すと、移
動局は活動化されて加入者コード情報を基地局へと伝送する。その後、移動ネットワーク
は、選択された加入者コードに対応するもう１つの端末装置に対する接続を形成する。
【０００５】
　通常の呼出しに加えて、特にデジタルセルラーシステム内でテキスト書式の短かいメッ
セージ、ファクシミリメッセージ又はデータをも転送するために移動局を使用することが
可能である。伝送又は受信されるべきデータは、移動局内又は移動局に接続されているコ
ンピュータ内で処理することができる。移動局は通常効率のよいプロセッサを有している
ことから、移動局の中で単純なテキストメッセージの入力を行ない、その機能を処理し記
憶することが可能である。移動局がさらに発達を続けているのと共に、これらを将来さら
なる情報処理のために使用することができ、かくしてこれらはコンピュータとしても役立
つことになる。移動局はまたマスメディアとしても使用されることになり、その場合ニュ
ースといったような公開テキスト情報が移動局の中に逐次的に転送される。
【０００６】
　テキスト情報を転送する時には、長いテキストを処理することさえ容易なものとなるよ
うに表示装置内にできるかぎり多くのテキストが示されるようにすべきである。しかしな
がら、先行技術の移動局においては、表示装置内にはめ込まれるテキストの量は非常に少
ないが、これは、フロントパネルのユーザ表面の大部分が、キーパッド、イヤピース及び
マイクロホンのために使用され、表示のために使用可能な面積が小さいからである。少量
のテキスト情報のみが表示に適していることから、情報は小さい部分の形で表示装置に転
送されなくてはならないことから大量の情報を入れて処理することは困難である。このと
き、情報を全体として視覚化することもまた困難である。
【０００７】
　テキスト情報を伝送するためには、数字だけを入力することに加えて文字及び特殊記号
を入力する可能性も必要となる。移動局はできるかぎり小さく作られていることから、キ
ーの数は最小限となる。これは、キーの数が多くなると、キーボタンのサイズ及びそれら
の相互距離が非常に小さくなり、そのため通常の音声呼出しモードでのキーパッドの使用
が困難になるという事実に起因するものである。音声呼出しモードでは、移動局は往々に
して片手だけで使用され、従って、誤まって近くのボタンを活動化する危険性無くボタン
を押すのが容易でなくてはならない。従って、移動局のフロントパネルに各々の英字及び
数字のためのボタンが備わっている場合、各ボタンのサイズ及び距離は非常に小さくなり
、そのため通常の音声呼出しのためにキーパッドを使用することは非常に困難となる。
【０００８】
　テキスト入力は先行技術においては、数字専用キーが文字入力のためにも使用されるよ
うな形で解釈される。この目的で、数字に加えて、各々の数字キー内に３つの文字がマー
キングされている。文字入力は、以下の要領で行なわれる。
【０００９】
　移動局の特定の機能キーを押すと、キーパッドは文字入力用モードにセットされる。こ
の後、最初に数字／文字キーが押された時点で、キーボタン上にマーキングされた最初の
文字がメモリー及び装置の表示装置内に移行することになる。２度目にキーがすばやく押
されたならば、メモリ及び表示装置内の文字は、キーボタン上にマーキングされた第２の
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文字へ変更される。さらにキーが３度目にすばやく押されたならば、メモリー及び表示装
置内の文字はキーボタン上にマーキングされている第３の文字へと変更される。キーを押
した後、予め定められた時間待機すると、表示装置上に示された文字が入力文字であると
決定され、移動局は次に始動して次の文字入力を待つ。こうして、キーを１回、２回又は
３回押すことにより、キーボタン上にマーキングされた文字のいずれかを入力することが
でき、ここで押し動作の間の時間は、予め定められた時間的長さより短かくなくてはなら
ない。この後、次の文字を入力する前に少なくとも前記時間だけ待たなくてはならない。
【００１０】
　以上で説明された既知の解決法には、数多くの欠点がある。まず最初に、１つの文字を
入力するのに平均して２回ボタンを押す必要がある。第２に、２つの文字の入力動作の間
で少なくとも予め定められた時間待機しなくてはならない。従って、書込みは非常に緩慢
になる。さらに、押し作動の間の時間を推定するのはさほど容易ではなく、従って書込み
中に多くの誤りが発生する可能性がある。またこの解決法では、テキスト内に数字と文字
の両方を書込むのに、移動局の入力モードを数字入力モード及び文字入力モードに交互に
変更することが必要となるため、この書込み動作は非常に困難であるという問題点がある
。さらに、この解決法では特殊記号を入力することが全く不可能である。
【００１１】
　上述した通り、転送されるべきテキストを処理するため移動局に接続されたコンピュー
タを使用することが可能である。コンピュータのユーザインタフェースは通常、英数字（
alphanumeric）キーボード及び大型表示装置をそなえている。この場合、音声及びデータ
を転送するための移動端末装置は、移動局及びラップトップ（laptop）コンピュータを含
んでいる。しかしながら、装置がケーブルで接続された２つの別々のデバイスで構築され
ていることから、この種の組合せをもち運び使用するのは非常にやっかいである。さらに
、もち運び可能なコンピュータは比較的大型で重いものでもある。この組合せを使用する
場合には広いテーブルスペースを確保しなくてはならない。その上、コンピュータのプロ
グラムを開始させるのに時間がかかる。テキスト情報を処理する必要性は、固定端末装置
においても増大しつつある。電話を介していくつかのサービスが提供され、ここでは電話
のキーパッドを用いて選択が行なわれる。しかしながら、数字キーパッドは入力手段とし
てはかなり制約がある。その上、勘定明細書といった受理した情報を示すために大型表示
装置を必要とする。銀行業務サービスといったようないくつかのサービスがある。先行技
術に基づく１つの解決法は、電話とコンピュータの組合せであり、ここでは、テキスト情
報はコンピュータを用いて転送され、音声接続のために電話が用いられる。しかしながら
、これは多くの場合において過度に大きく高価な装置となる。
【００１２】
　上述のことに基づき、先行技術では、音声とテキスト／データの両方を転送するための
、使用が容易でかつ廉価な装置を実施することは不可能である、ということがわかる。
【発明の開示】
【００１３】
　本発明の目的は、使用が容易なユーザインタフェースをもちしかも先行技術の上述の欠
点を回避できるようにする端末装置を作り上げることにある。
【００１４】
　本発明の１つの考えは、本発明に従った端末装置が２つの機能モードを有するというこ
とにある。第１の機能モードは好ましくは、音声の転送のために端末装置が使用されると
きに用いられ、第２の機能モードは好ましくは、テキスト情報又はその他のデータを処理
するか又は転送するために端末装置が用いられるときに使用される。
【００１５】
　本発明に従ったユーザインタフェースは、好ましくは、第１の表示手段及び第２の表示
手段を端末装置がそなえるような形で実施され、ここで、第１の機能モードでは情報が第
１の表示手段上で提示され、第２の機能モードでは、情報が第２の表示手段上で提示され
る。第２の表示手段は、好ましくは第１の表示手段より大きく、第２の表示手段は好まし
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くは第１の機能モードでカバーされる。このとき端末装置は第１の機能モードで音声情報
を転送するために用いられることから、装置のフロント全表面は、第１の機能モードにお
いて使用される第１の表示装置及び入力手段のために効率良く使用することができる。
【００１６】
　本発明に従った端末装置は好ましくはまた、第１の機能モードで情報を入力するための
第１の入力手段及び第２の機能モードで情報を入力するための第２の入力手段も有してい
る。このとき、第２の入力手段は好ましくは、装置のユーザ表面が第１の機能モードで使
用される第１の入力手段及び第１の表示手段のために効率良く使用され得るように、第１
の機能モードでカバーされる。
【００１７】
　ここで、入力情報とは、端末装置と通信システムの間で転送される情報を除いて、例え
ば、移動局及び通信ネットワークを制御しかつ移動局に入力される情報も意味していると
いうことも指摘しておきたい。
【００１８】
　本発明に従った端末装置は、好ましくは互いとの関係において移動する少なくとも２つ
の部分をそなえており、ここでこれらの部分は第１の機能モードで第１の相互位置をもち
、第２の機能モードで第２の相互位置をもつ。入力手段及び表示手段は、このとき、第１
の機能モードでは装置のユーザ表面が第１の入力及び表示手段を含み、第２の機能モード
では装置のユーザ表面が第２の入力及び表示手段を含むような形で、互いに対して移動可
能である部分の中に設置され得る。
【００１９】
　本発明に従った端末装置は、請求項１及び／又は８の特徴づけ部分で示されていること
を特徴とする。本発明に従った方法は、請求項24及び／又は25の特徴づけ部分に示されて
いることを特徴とする。本発明の好ましい実施例は、従属クレームに示されている。
【００２０】
　次に、本発明について、添付図面を用いてさらに説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図２（Ａ）及び（Ｂ）は、第１の機能モードで、本発明に従った移動局を示している。
図２（Ａ）において、移動局20は前方から示されており、図２（Ｂ）では、移動局20が側
面から示されている。移動局は２つの部分すなわち第１の部分201 と第２の部分202 を有
し、これらは、該第１及び第２の部分が取付け手段の周りに互いとの関係において移動さ
れ得るような形で、ヒンジ28又はその他の類似の取付け手段を用いて互いに取付けられて
いる。第２の部分202 の縁部は、図中203 というマーキングが付されている。第２の部分
は、第１の部分との関係においてヒンジを中心として例えば 180度回転させることができ
る。第１の部分201 は、表示装置23、イヤピース24及びアンテナ26を含んで成る。数字キ
ーパッド21、機能キーパッド22及びマイクロホン25は第２の部分202 の中にある。第１の
機能モードでは、先行技術の記述において前述した通りの通常の移動電話の場合と同様、
例えば接続を形成し音声を転送するために移動局を用いることができる。
【００２２】
　図３（Ａ）及び（Ｂ）は、部分201 及び202 が互いとの関係において開放するよう回転
されている。第２の機能モードにおける図２（Ａ）及び（Ｂ）に示された移動局を示す。
図３（Ａ）では、移動局は前方から示され、図３（Ｂ）では、移動局は端部から示されて
いる。第２の機能モードでは、ユーザインタフェースは、英数字キーパッド32と第２の表
示装置33を含む。この解決法では、第１の表示装置23及び第２の表示装置33は、１つの一
貫性ある表示装置を形成している。第１の機能モードでは、テキスト情報は、移動局が垂
直位置にあるとき、テキストが水性位置にくるように表示装置上に提示される。第２の機
能モードでは、テキスト情報は、移動局が水平位置にあるとき、水平位置にある。かくし
て、文字は、機能モードに応じて、互いに垂直な２つの位置で表示装置上に提示される。
２つの異なる位置で情報を提示することは、こうして表示装置の可視部分が両方の機能モ
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ードで水平位置にくることから、テキスト情報を読み易くする。
【００２３】
　表示装置はまた、該表示装置が単一の表示構成要素で構築されることになるものの、第
１の表示装置として機能する部分が第２の機能モードで使用されないような形で実施する
こともできる。この場合、例えば、第１の機能モードで使用されるキーパッドの表面のレ
ベルまで、この第１の機能モードで表示装置の前面を高くするような透明の保護シートを
取り付けることが可能である。
【００２４】
　図２（Ａ）及び図３（Ａ）から、音声接続が用いられる場合に、移動局が大型で使用が
容易な数字キーを有する通常のユーザインタフェースをそなえていることがわかる。一方
、テキスト／データ情報が転送される場合には、ユーザインタフェースは、また特殊な文
字キーを有することもできる大型の表示装置及び英数字キーパッドをそなえている。移動
電話のサイズひいては英数字キーパッドのサイズも、コンピュータの中で使用される通常
の英数字キーボードのサイズよりも小さいことから、ポインタペンと共に移動局の英数字
キーパッドを使用することが好ましい。
【００２５】
　図４（Ａ）及び（Ｂ）は、第２の機能モードでの、本発明に従ったもう１つの移動局を
示している。この移動局40もまた２つの部分、すなわちヒンジ48で互いに取付けられた第
１の部分401 と第２の部分402 で構成されている。第２の機能モードでは、移動局40のユ
ーザインタフェースは、第１の部分401 内の表示装置43、及び第２の部分402 内の英数字
キーパッド41及び機能キーパッド42をそなえている。
【００２６】
　移動局40は、第１の部分上で第２の部分を回転させ、キーパッド41及び42及び表示装置
43をカバーされた状態にすることによって、第１の機能モードにセットされる。第１の機
能モードにある移動局は図５に示されている。第１の機能モードでは、第２の部分の第１
の半分は移動局の前面を形成する。この第２の部分の第１の半分には、第１の機能モード
のユーザインタフェース手段が含まれている。これらの第１の機能モードのユーザインタ
フェース手段は、数字キーパッド51、選択キーパッド52及び表示装置53を含む。付加的に
は、図５は、イヤピース54、マイクロホン55、アンテナ26及びヒンジ48を示している。
【００２７】
　第２の機能モードで使用されるキーパッド41及び42及び表示装置43はまた、キーパッド
41及び42が第１の部分401 の中にあり、表示装置43が第２の部分402 の中にあるような形
で、端末装置の中に位置づけすることもできる。この場合、端末装置は第１の部分401 が
ユーザーにより近くなるように、自然に使用される。
【００２８】
　図２（Ａ）、（Ｂ）及び図３（Ａ）、（Ｂ）の移動局は、第１及び第２の機能モードで
使用される表示装置を、第１の機能モードで第２の部分によって一部カバーされる単一の
表示装置で実現することができる、という利点を有する。
【００２９】
　図４（Ａ）、（Ｂ）及び図５で示されている移動局は、第２の機能モードにおいて、表
示装置とキーパッドの両方ができるかぎり大きいものであるという利点をもつ、すなわち
これらは、移動局の前面を最大限に使用する。
【００３０】
　端末装置が往々にしてテキストの入力に用いられるのでない場合、この装置を、第２の
キーパッド無しで実現することもでき、この場合、第２の表示装置は、入りメッセージを
見るためにのみ使用される。
【００３１】
　以前に提示した実施例においては、表示手段は好ましくは例えばLCD(液晶表示装置）、
蛍光表示装置又は電圧発光表示（エレクトロルミネセンス）装置であり得る。テキスト、
データなどを処理し転送するために用いるべき第２の表示装置は、好ましくは、音声を転
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送するときに使用されるべき第１の表示装置よりも大きい表面積を有する。使用目的から
考えて、表示表面積の関係は、少なくとも２倍であることが好ましい。
【００３２】
　入力手段は、例えば、機械的キーボタンで作られたキーパッド又は膜キーパッドである
。表示装置及びキーパッドは、組合せ型のタッチスクリーンとして実施されてもよく、こ
れによると、情報はポインタペンでタッチスクリーンの或る場所を触れることによって入
力される。この場合、表示装置は、触れるべき領域及びこの領域に触れることによって活
動化される機能の記号を示す。タッチスクリーンは、当該技術分野において既知の通りに
、すなわち例えば、表示装置上に設置される透明な抵抗性ある膜及びLCD を用いて実現で
きる。
【００３３】
　移動局の第１の部分及び第２の部分は、ヒンジを用いる代りに、相互の動きを可能にす
るその他の取付け手段によって互いに取付けることもできる。第１の部分及び第２の部分
は、互いに接続解除することもでき、こうして第２の機能モードで表示部分とキーパッド
部分をさらに互いから遠くに設置することが可能となる。こうして、キーパッド部分と表
示装置部分をユーザから適切な距離のところに互いに独立して設置することができるため
、テキスト入力の場合のように、第２の機能モードで端末装置を使用することがさらに容
易になる。
【００３４】
　第１の部分と第２の部分の間で信号及び動作電圧を転送することは、好ましくは、例え
ば可撓性フラットケーブルを用いて行なうことができる。第１の部分及び第２の部分が互
いから機械的に接続解除される場合には、信号転送は、例えば赤外線データ転送又は誘導
性データ転送などを用いて、無線にて実施できる。赤外線データ転送においては、転送さ
れるべきデータは赤外線ビームへと変調され、誘導性データ転送においては、データは各
部分間に作られる磁界へと変調される。第１の部分と第２の部分の間で無線データ転送が
使用される場合、両方の部分は、アキュムレータといったような独自の電源を必要とする
。無線データ転送は一般に、有線データ転送よりも大きいエネルギを消費することから、
各部分の間で第１の機能モードにて有線データ転送を使用することがつねに好まれる。第
２の機能モードで第１及び第２の部分が分離している場合、これらの部分は、それらが第
１の機能モードで互いに接続されているコネクタを有するように、第１の機能モードで接
続され得る。このとき、第１の機能モードで、このコネクタ対を介して各部分間で信号を
転送することができる。
【００３５】
　さらに、各部分間のデータ転送が、各部分間で接続される１本のケーブルを用いて行な
われるという点を除いて、第１の部分と第２の部分がその他の点では機械的に分離可能で
あるような解決法も考えられる。この場合、各部分の互いの位置は、ケーブル長によって
決定される相互の距離内で変更可能である。さらに有線データ転送のため、無線データ転
送のさらに高い電力消費量を回避することができる。
【００３６】
　図６は、第１の機能モードでの本発明に従った固定端末装置を表わしている。第１の機
能モードで、端末装置60のユーザインタフェースは、第１の表示装置63、数字キーパッド
61、機能キーパッド62及び直接呼出しキーパッド65をそなえている。このユーザインタフ
ェースは、通常の電話のユーザインタフェースに対応する。数字キーパッドは、接続が望
まれる番号を選択するために用いられ、機能キーパッド62は、入り呼び転送といったよう
な特殊機能を活動化させるために使用することができる。直接呼出しキーパッド65は、メ
モリ内に記憶された加入者番号を選択するために使用できる。選択された電話番号及び端
末装置の状態、接続時間などについての情報は、表示装置53に示されている。さらに、端
末装置は、電線59によって端末装置の残りの部分に接続されているハンドセット64を有す
る。第２の機能モードへ進む時、端末装置の第２の部分602 は、ヒンジ68のまわりに約 1
80度回転させられる。
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　図７は、第２の機能モードにある図６に従った固定端末装置を示している。第２の機能
モードでは、ユーザインタフェースは、第２の表示装置73、英数字キーパッド71及び機能
キーパッド72をそなえている。また、この実施例では、第１の表示装置は第２の表示装置
の一部を成し、従って両方の機能モードの表示装置を１つの一貫性ある表示装置で実現す
ることができる。
【００３８】
　本発明に従った解決法によると、先行技術に比べていくつかの利点を達成することが可
能である。音声転送のためにそれをもち運んで使用することを考えると、装置は小型であ
る。かくして、接続を行なうとき、移動局に話しかけるとき及び移動局をもち運ぶとき、
本発明に従った移動局の取扱いは容易である。さらに、通常の移動電話に使用するための
キーパッド及び表示装置は、クリアに設計できる。それに相応して、本発明に従った固定
端末装置はテーブル又はその他の設置用表面をほとんど必要とせず、また、通常の音声用
途のために表示装置及びキーパッドを単純に設計することも可能である。
【００３９】
　テキストメッセージの処理、送信及び受信といったようなさらに進んだ機能のためには
、大量のテキストが入る大型表示装置も利用可能である。こうして、一度に表示装置上に
より大きなテキストセットが存在することから、テキストを読取ることが容易である。第
２に、通常のタイプの英数字キーパッドでテキスト入力を行なうことができ、このキーパ
ッドのタイプはその他のテキスト処理装置においても使用されるものであり、又このキー
パッドの使用には特定の訓練が必要でない。こうして、テキスト入力はより高速になり、
入力ミスはほとんど無い状態にとどまる。さらに、通常の英数字キーパッドは、文字入力
の間で機能モードを変更することなくテキスト内で特殊な文字及び数字を使用する可能性
を提供する。また、コンピュータキーパッドに特徴的な機能キーを英数字キーパッドと共
に内含させることもできる。
【００４０】
　端末装置ユーザの一部が端末装置を電話としてのみ使用する場合、この種のユーザは音
声用途のための単純なユーザインタフェースを学習する必要しかない。
【００４１】
　本発明に従った方法のいくつかの応用及び実施例を以上で記述した。当然のことながら
、請求の範囲によって定められる保護範囲内で、例えば実施細部及び使用エリアなどに関
し、本発明の原理を修正することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】先行技術に従った移動局を示す。
【図２】（Ａ）及び（Ｂ）はそれぞれ、移動局が１つの表示ユニットをもつ、本発明に従
った移動局の、第１の機能モードでの前面図および側面図を示す。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）はそれぞれ、移動局が１つの表示ユニットをもつ、本発明に従
った移動局の、第２の機能モードでの前面図および端面図を示す。
【図４】（Ａ）及び（Ｂ）はそれぞれ、移動局が２つの表示ユニットをもつ、本発明に従
った移動局の、第２の機能モードでの前面図および端面図を示す。
【図５】移動局が２つの表示ユニットをもつ、本発明に従った移動局を、第１の機能モー
ドで示している。
【図６】本発明に従った固定端末装置を第１の機能モードで示している。
【図７】本発明に従った固定端末装置を第２の機能モードで示している。
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