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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信端末において、メッセージを表示する方法であって、
　特定の通信相手からの受信メッセージを含む受信メッセージリストと、当該特定の通信
相手への送信メッセージを含む送信メッセージリストとを、それぞれ別個のリストとして
同時に表示するステップと、
　前記移動通信端末の使用者からの入力に基づいて、列挙されたメッセージのうち、いず
れか１つを選択するステップと、
　選択されたメッセージの内容を、前記移動通信端末の第１ディスプレイに表示するステ
ップと、
　選択されたメッセージの表示と同時に前記移動通信端末の第２ディスプレイにメッセー
ジ作成ウィンドウを表示するステップと、
を含むことを特徴とするメッセージ表示方法。
【請求項２】
　前記受信メッセージリストと送信メッセージリストとを表示するステップは、
　前記特定の通信相手を含む複数の通信相手からの受信メッセージを含む受信メッセージ
リストと、前記特定の通信相手を含む前記複数の通信相手への送信メッセージを含む送信
メッセージリストとを、表示するステップと、
　前記複数の通信相手の中から選択する前記特定の通信相手の情報の入力を前記移動通信
端末の使用者から受け付けるステップと、
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　前記特定の通信相手からの受信メッセージのみから成る受信メッセージリストと、当該
特定の通信相手への送信メッセージのみから成る送信メッセージリストとを表示するステ
ップと、
を含むことを特徴とする請求項１記載のメッセージ表示方法。
【請求項３】
　前記第１ディスプレイ及び前記第２ディスプレイのうち、少なくとも１つはタッチスク
リーンであることを特徴とする請求項２記載のメッセージ表示方法。
【請求項４】
　前記メッセージ作成ウィンドウにおいて、応答メッセージを作成するステップを更に含
み、
　前記受信メッセージの少なくとも一部が複写されて前記メッセージ作成ウィンドウに貼
り付けされることができることを特徴とする請求項１記載のメッセージ表示方法。
【請求項５】
　第１ディスプレイと第２ディスプレイを含む少なくとも２つのディスプレイと、
　前記端末から送信されるメッセージ及び前記端末に受信されるメッセージを格納するた
めのメモリと、
　制御部と、
を含み、
　前記制御部は、特定の通信相手からの受信メッセージを含む受信メッセージリストと当
該特定の通信相手への送信メッセージを含む送信メッセージリストとをそれぞれ別個のリ
ストとして同時に表示し、前記移動通信端末の使用者からの入力に基づいて、列挙された
メッセージのうちいずれか１つを選択し、選択されたメッセージの内容を前記第１ディス
プレイに表示し、前記選択されたメッセージの表示と同時に前記第２ディスプレイにメッ
セージ作成ウィンドウを表示するように構成されることを特徴とする移動通信端末。
【請求項６】
　前記移動通信端末の使用者により情報が入力される入力部を更に含み、
　前記制御部は、前記特定の通信相手を含む複数の通信相手からの受信メッセージを含む
受信メッセージリストと、当該特定の通信相手を含む前記複数の通信相手への送信メッセ
ージを含む前記送信メッセージリストとを表示し、前記複数の通信相手の中から選択する
前記特定の通信相手の情報の入力を前記移動通信端末の使用者から受け付け、前記特定の
通信相手からの受信メッセージのみから成る受信メッセージリストと、当該特定の通信相
手への送信メッセージのみから成る送信メッセージリストとを表示することを特徴とする
請求項５記載の移動通信端末。
【請求項７】
　前記第１ディスプレイ及び前記第２ディスプレイのうち、少なくとも１つはタッチスク
リーンであることを特徴とする請求項６記載の移動通信端末。
【請求項８】
　前記選択されたメッセージの内容のうち、少なくとも一部が複写されて前記メッセージ
作成ウィンドウに貼り付けされることができることを特徴とする請求項５記載の移動通信
端末。
【請求項９】
　前記入力部は、音声入力、タッチ入力及び手書き入力のうち、少なくともいずれか１つ
を受信するように構成されることを特徴とする請求項６記載の移動通信端末。
【請求項１０】
　前記受信メッセージ及び送信メッセージを、各メッセージの送信または受信情報に基づ
いて少なくとも１つのグループにグループ化するステップと、
　前記少なくとも１つのグループを表示するステップと、
を更に含むことを特徴とする請求項１記載のメッセージ表示方法。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記受信メッセージ及び送信メッセージを各メッセージの送信または受
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信情報に基づいて少なくとも１つのグループにグループ化し、前記少なくとも１つのグル
ープを前記ディスプレイに表示するように構成することを特徴とする請求項５記載の移動
通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００５年９月２３日付出願された韓国特許出願１０－２００５－００８８
７３３号及び２００５年１０月１日付出願された韓国特許出願１０－２００５－００９２
６９２号に対する優先権を主張し、その内容は本明細書に含まれる。
【０００２】
　本発明は、移動通信端末に関し、より詳しくは、メッセージ送受信を行なう移動通信端
末にメッセージを表示するための方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　最近、情報通信技術の発展に伴い、情報及び通信環境が急激に変化している。特に、移
動通信端末は現代社会で必需品と思われており、全世界で広範囲に使われている。前述し
た移動通信端末の広範囲な使用によって使用者の需要が増加することによって、一般的な
音声呼出機能の他にも、移動通信端末に多様な付加機能が追加されてきた。
【０００４】
　近来は、移動通信端末の使用者間で、短文メッセージサービス（ＳＭＳ；Short Messag
e Services）に係るテキストメッセージを通じた簡略な通信が非常に増加している。一般
に、テキストメッセージを使用して一人の使用者が他の使用者に連絡したり質問を行なっ
たりする場合、他の使用者もテキストメッセージを使用して返信する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の移動通信端末はテキストメッセージを作成することにおいて、種
々の短所がある。例えば、テキストメッセージを受信した使用者が返信メッセージを作成
する場合、返信メッセージの作成は受信されたメッセージの内容が表示されない条件下で
行なわなければならない。このような理由により、使用者が受信されたテキストメッセー
ジに対する返信メッセージを作成する間、受信されたテキストメッセージの内容を忘れて
しまうことになれば、受信されたテキストメッセージの内容を確認するためには、返信メ
ッセージの作成のために使用中のメッセージ作成ウィンドウを閉じた後、受信されたメッ
セージを開いてみなければならない。また返信メッセージを作成するためには、使用者が
またメッセージ作成ウィンドウを開いて、返信メッセージの作成を繰り返さなければなら
ない。
【０００６】
　また、テキストメッセージの作成の途中に、新たなテキストメッセージが受信された場
合、現在作成中のテキストメッセージの表示が消えてしまい作成作業を中断せざるを得な
くなったり、作成中のテキストメッセージの内容が損失されたりするという問題点がある
。
【０００７】
　一方、移動通信端末を通じてテキストメッセージを頻繁に使用すれば、端末に格納され
る送信メッセージ及び受信メッセージの量が増加する。したがって、以前に受信された、
または、以前に送信されたテキストメッセージをより便利に表示できる方法を提供される
ことが望まれている。
【０００８】
　したがって、本発明は、従来技術の前述した種々なる問題点、制約事項、または、短所
が克服できる移動通信端末及び移動通信端末にメッセージを表示する方法を提供すること
をその目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係るメッセージ表示方法は、メッセージを表示するためのものである。一実施
形態によれば、本方法は、特定の通信相手からの受信メッセージを含む受信メッセージリ
ストと、当該特定の通信相手への送信メッセージを含む送信メッセージリストとを、それ
ぞれ別個のリストとして同時に表示するステップと、前記移動通信端末の使用者からの入
力に基づいて、列挙されたメッセージのうち、いずれか１つを選択するステップと、選択
されたメッセージの内容を、前記移動通信端末の第１ディスプレイに表示するステップと
、選択されたメッセージの表示と同時に前記移動通信端末の第２ディスプレイにメッセー
ジ作成ウィンドウを表示するステップを含む。
【００１０】
　本発明に係る移動通信端末は、第１ディスプレイと第２ディスプレイを含む少なくとも
２つのディスプレイと、前記端末から送信されるメッセージ及び前記端末に受信されるメ
ッセージを格納するためのメモリと、制御部と、を含み、前記制御部は、特定の通信相手
からの受信メッセージを含む受信メッセージリストと当該特定の通信相手への送信メッセ
ージを含む送信メッセージリストとをそれぞれ別個のリストとして同時に表示し、前記移
動通信端末の使用者からの入力に基づいて、列挙されたメッセージのうちいずれか１つを
選択し、選択されたメッセージの内容を前記第１ディスプレイに表示し、前記選択された
メッセージの表示と同時に前記第２ディスプレイにメッセージ作成ウィンドウを表示する
ように構成される。
【００１１】
　本発明に対する今までの一般的な説明及び以下の詳細な説明は全て例示的なものであっ
て、特許請求の範囲上に記載された本発明をよりわかり易く説明するためのものである。
【発明の効果】
【００１２】
　前述したような本発明に係る移動通信端末及び移動通信端末におけるメッセージ表示方
法は次のような多様な効果を有する。
【００１３】
　第一に、本発明によれば、移動通信端末の使用者が受信されたテキストメッセージを見
ながら返信テキストメッセージを作成することができるため、受信されたテキストメッセ
ージに対して返信テキストメッセージをより便利に作成することができるという利点があ
る。
【００１４】
　第２に、本発明によれば、移動通信端末に格納されたテキストメッセージの一覧を表示
しつつ、その中から選択したテキストメッセージの内容を同時に表示できるため、テキス
トメッセージングサービスの頻繁且つ拡張された使用により、移動通信端末に格納された
テキストメッセージの数が増加しても、格納されたテキストメッセージをより便利に検索
することができる。したがって、検索されたテキストメッセージと関連したテキストメッ
セージを便利に作成することができるという利点がある。
【００１５】
　第３に、本発明によれば、テキストメッセージの作成中に受信されるテキストメッセー
ジを、作成中のテキストメッセージを画面に表示したまま確認することができるため、受
信されたテキストメッセージを確認した後、まだ完成できなかったテキストメッセージの
作成を継続して行なうことができるという利点がある。
【００１６】
　本発明の思想及び範囲から外れなくても多様な変形及び変更がなされることができると
いう点は当業者に自明なことである。したがって、本発明は添付された特許請求の範囲及
びその等価物に含まれる本発明の変形及び変更をカバーするものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
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　以下、移動通信端末でメッセージを表示するための方法に関連した本発明の好ましい実
施形態について説明する。一実施形態によれば、本方法は、第１ディスプレイにおいて受
信されたメッセージを表示中に、第２ディスプレイにはメッセージ作成ウィンドウを表示
するステップを含む。このような構成は、移動通信端末の使用者が受信されたテキストメ
ッセージを見ながら返信テキストメッセージを作成することができるため、使用者が受信
されたテキストメッセージに対して返信テキストメッセージをより便利に作成することが
できるようになる。
【００１８】
　本発明は、２つのディスプレイを有する移動通信端末だけでなく、３つ以上のディスプ
レイを有する移動通信端末にも適用されることができる。しかしながら、説明の便宜上、
以下では本発明が２つのディスプレイを有する移動通信端末に適用される場合と関連して
説明する。したがって、本発明は以下の説明及び実施形態に制限されるものではない。
【００１９】
　図１は、本発明に係る移動通信端末の構成を概略的に示すブロック図である。
【００２０】
　図１に示すように、本発明に係る移動通信端末１０は、第１ディスプレイ１００、第２
ディスプレイ２００、メッセージプロセッサ３００、メモリ４００、入力部５００、及び
制御部６００を含む。本発明に係る移動通信端末１０は、前述した構成要素だけでなく、
他の構成要素（例えば、音声通信モジュール（図示していない）等）を含むことができる
が、このような他の構成要素は本発明と直接関連しないので、その詳細な説明は便宜上、
本明細書で適宜省略する。
【００２１】
　以下、本発明に係る移動通信端末の図示された構成要素を詳細に説明する。
【００２２】
　第１ディスプレイ１００は、一般的な待機モードにおいてタッチスクリーンとして機能
し、電話番号（図２の（ｂ）参照）入力に対するボタンを表示する。また、必要に応じて
、テキストメッセージなどを表示する通常のディスプレイとして機能する。
【００２３】
　第２ディスプレイ２００が移動通信端末１０の主ディスプレイである。第２ディスプレ
イ２００は移動通信端末１０の使用に必要な情報とテキストメッセージなどを表示する。
第１ディスプレイ１００と同じように、第２ディスプレイ２００も必要に応じてタッチス
クリーンとして機能し、使用者に操作の便宜性を提供する。
【００２４】
　メッセージプロセッサ３００は、メッセージの送受信のための信号の送受信処理を遂行
する機能をする。メッセージプロセッサ３００は主にテキストメッセージの送受信を行な
う。ここで、「テキストメッセージ（text message）」とは、テキストを含む全てのタイ
プのメッセージを意味する。概念的に、テキストメッセージは短文文字サービス（ＳＭＳ
）メッセージと、電子メール（Ｅ－Ｍａｉｌ）メッセージ及びマルチメディアメッセージ
サービス（ＭＭＳ；Multimedia Message Service）を含むが、このようなものに限るので
はない。
【００２５】
　メモリ４００は、移動通信端末１０の管理及び操作に必要なプログラムと使用者が要求
する多様な情報及びデータが格納されるものである。特に、メモリ４００は移動通信端末
１０から送信されたり移動通信端末１０により受信されるテキストメッセージを格納する
ように構成される。
【００２６】
　入力部５００は、使用者が移動通信端末１０に多様な命令、または、情報を入力するこ
とを可能とする。第１ディスプレイ１００及び第２ディスプレイ２００がタッチスクリー
ンでない場合、入力部５００は移動通信端末１０の一部であることができる。そうでなけ
れば、入力部５００は移動通信端末１０のオプション型構成要素であることができる。好
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ましくは、入力部５００が一般的なキーパッド５１０を含むだけでなく、音声入力部５３
０も含む。
【００２７】
　制御部６００は、第１ディスプレイ１００、第２ディスプレイ２００、メッセージプロ
セッサ３００、メモリ４００、及び入力部５００を含んで、移動通信端末１０の全ての構
成要素を制御する。第１ディスプレイ１００と第２ディスプレイ２００のうち、少なくと
も１つがタッチスクリーンで構成される場合、制御部６００はタッチスクリーン上の手書
き入力（handwritten input）を認識するためのテキスト認識モジュール６１０を具備す
る。制御部６００はまた音声入力部５３０を通じた音声入力を認識するための音声認識モ
ジュール６３０を具備するように構成される。
【００２８】
　以下、前述した構成を有する移動通信端末において、テキストメッセージをディスプレ
イする方法の多様な実施形態について説明する。
【００２９】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態は、移動通信端末１０にテキストメッセージをディスプレイする
方法に関するものである。本方法は、移動通信端末１０の使用者（以下、「使用者」とい
う）が受信されたテキストメッセージを見ながらテキストメッセージに対する返信テキス
トメッセージを作成することができるようにするものである。
【００３０】
　第１実施形態について、図２及び図３を参照して詳細に説明する。
【００３１】
　図２及び図３は、本発明の第１実施形態に係る方法を説明するために、第１ディスプレ
イと第２ディスプレイに各々表示される視覚的出力を示す。
【００３２】
　本実施形態によれば、一般的な待機モードにおいて、移動通信端末１０は、図２の（ａ
）のような視覚的出力を表示する。即ち、電話番号などの入力を可能にする一般的なキー
ボタンが第１ディスプレイ１００のスクリーン上に表示される。一方、現在の端末状態（
現在日付、現在時刻、ＲＦ受信強度等）が第２ディスプレイ２００のスクリーン上に表示
される。
【００３３】
　移動通信端末１０が一般的な待機モードでテキストメッセージを受信する場合、移動通
信端末１０の第２ディスプレイ２００のスクリーン上に表示される視覚的な出力は図２の
（ｂ）に示すように変更される。即ち、第１ディスプレイ１００のスクリーンが図２の（
ａ）と同一な視覚的出力を表示しても、第２ディスプレイ２００のスクリーンは受信され
たテキストメッセージの内容と、メッセージ受信情報（例えば、送信者の名前と電話番号
及び受信時間などに関する情報）、及びテキストメッセージの処理（例えば、「削除」及
び「返信」）に対するアイコンなどを表示する。
【００３４】
　使用者が受信されたテキストメッセージに対する返信を希望する場合、使用者は第１デ
ィスプレイ１００のスクリーンに表示されるナビゲーションコントロール１２０（上、下
、左、右カーソルキーアイコン）を使用し、第１ディスプレイ１００のスクリーン上の「
確定（Ｃｏｎｆｉｒｍ）」アイコン１４０を押すことによって、図２の（ｂ）に示すよう
な第２ディスプレイ２００のスクリーン上の「返信（Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）」アイコン２２
０を活性化する。「確定」アイコン１４０が活性化される場合、第１ディスプレイ１００
のスクリーンは図２の（ｃ）のように変更される。代案的に、第２ディスプレイ２００が
タッチスクリーンである場合、スタイラスペンまたは使用者の指で直接タッチされる際、
第２ディスプレイ２００のスクリーン上の「返信」アイコン２２０が選択される構成とし
てもよい。
【００３５】
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　図２の（ｃ）に示すような状態では、第２ディスプレイ２００のスクリーンに継続して
図２の（ｂ）に示すように受信されたテキストメッセージの内容をディスプレイする。こ
れは使用者が返信メッセージの作成中に受信されたテキストメッセージが参照できるよう
にするためである。また、第１ディスプレイ１００は返信テキストメッセージの作成のた
めのテキストメッセージ作成ウィンドウを表示する。したがって、使用者は受信されたテ
キストメッセージの内容を持続的に見ながら返信テキストメッセージを作成することがで
きる。
【００３６】
　図２の（ｃ）に示すような画面がディスプレイされる構成について説明したが、図２の
（ｂ）に示すように「返信」アイコン２２０が選択される場合、その他の具現も可能であ
る。例えば、（ｄ）に図示された他の構成によれば、使用者が図２の（ａ）に示すような
第１ディスプレイ１００（タッチスクリーン）のタッチスクリーン上に手書き入力を始め
る場合、何らのアイコン操作なしに図２の（ｅ）に示すような手書き入力用テキストメッ
セージ作成ウィンドウが表示される。このような場合、手書き入力された返信テキストメ
ッセージはテキストに変換されて送信されたり、または、変換なしでイメージファイルと
して送信されることができる。
【００３７】
　また、使用者がアイコン操作の代わりに、入力部５００の音声入力部５５０を通じて音
声命令を入力すれば、テキストメッセージ作成ウィンドウが表示される構成を具現するこ
とも可能である。例えば、使用者は音声命令として「返信」という単語を話す。また、返
信の内容が音声命令で入力される場合、音声内容が音声認識モジュール６３０でスピーチ
－ツー－テキスト（ＳＴＴ；Speech-To-Text）変換されて、テキストメッセージ作成ウィ
ンドウにテキストで入力される構成を具現することも可能である。
【００３８】
　また、テキストメッセージが受信されれば何らのキーボタン操作を要求しなくてもテキ
ストメッセージ作成ウィンドウを直接表示する、即ち、スクリーンを図２の（ａ）に示す
ような画面から図２の（ｃ）に示すような画面に変更する構成を具現してもよい。
【００３９】
　使用者が表示されたテキストメッセージ作成ウィンドウで返信作成を完了した後、第１
ディスプレイ１００のスクリーン上の「確定」アイコン１４０を選択する場合、返信テキ
ストメッセージの作成が完了する。
【００４０】
　また、第２ディスプレイ２００のスクリーン上に表示されたメッセージ内容の一部に対
する「ブロック複写（block copy）」を可能にし、これによって、第１ディスプレイ１０
０のテキストメッセージ作成ウィンドウに前記ブロック－複写されたメッセージ内容部分
を「ブロック貼り付け（block paste）」ができるようにする構成が具現されることがで
きる。これらの機能は第２ディスプレイがタッチスクリーンを含む場合、特に有用である
。これは図３を参照してより詳細に説明されるはずである。
【００４１】
　例えば、「I love you」というテキストメッセージが受信され、使用者が、まず図３の
（ａ）に示すように「Me too」と入力するとする。次に、使用者は図３の（ｂ）に示すよ
うに、受信されたメッセージで「I love you」という情報をブロック指定し、第１ディス
プレイ１００のスクリーン上の「コピー（複写）」アイコンを選択する。その結果、図３
の（ｃ）に示すように、「Me too、I love you」という返信テキストメッセージが完成さ
れる。そして、使用者が「確定」アイコン１４０を選択すれば、「Me too、I love you」
という返信テキストメッセージの送信が完了する。
【００４２】
　前述した「ブロック－複写」及び「ブロック－貼り付け」機能は、第２ディスプレイが
タッチスクリーンを含む場合に有用なものである。しかしながら、第２ディスプレイがタ
ッチスクリーンを含まない場合にも、「メニュー（Menu）」アイコン１６０及び「ナビゲ
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ーション（Navigation）」アイコン１２０により遂行される適切なキー操作、または、キ
ー入力を使用して「ブロック－複写」及び「ブロック－貼り付け」機能が具現できるとい
うことが当業者には理解できるはずである。
【００４３】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態は、移動通信端末において、テキストメッセージを表示するため
の方法であって、使用者が移動通信端末に格納されたテキストメッセージから希望のメッ
セージを容易に検索できるようにするメッセージ表示ウィンドウを表示する方法に関する
ものである。本方法はまた、移動通信端末においてテキストメッセージ作成ウィンドウが
表示できるようにして、使用者が、検索された結果選択されたテキストメッセージに関連
するテキストメッセージ（返信、転送メッセージなど）を作成することができるようにす
る。
【００４４】
　以下、図４を参照して第２実施形態を詳細に説明する。
【００４５】
　図４は、本発明の第２実施形態に係るテキスト表示方法を説明するために、第１ディス
プレイ及び第２ディスプレイに各々表示される視覚的出力を示す。
【００４６】
　本実施形態によれば、使用者が「メニュー（Menu）」アイコン１６０を使用してテキス
トメッセージ検索モードをアクセスするために端末を操作する場合、図４の（ｂ）に示す
ような検索ウィンドウが表示される。検索ウィンドウは送信者／受信者の名前、送信／受
信日付、キーワードのうち、いずれか１つを単一検索条件として使用してメッセージが検
索できるように構成されたり、またはＡＮＤやＯＲなどの論理演算子を使用して前述した
検索条件を組合せてメッセージが検索できるように構成されることができる。
【００４７】
　図４の（ｂ）に示すように、ディスプレイ２００に表示される画面は、単一検索条件と
して送信者／受信者の名前「Ｓｕｓａｎ　Ｊ．」を使用して検索が遂行される場合を図示
する。使用者が検索ウィンドウの送信者／受信者の名前項目に「Ｓｕｓａｎ　Ｊ．」を入
力してから第１ディスプレイ１００上の「確定」アイコン１４０を選択すれば、全ての送
受信テキストメッセージを格納するメモリ４００で、使用者から「Ｓｕｓａｎ　Ｊ．」に
送信された全てのテキストメッセージと、「Ｓｕｓａｎ　Ｊ．」から使用者に送信された
全てのテキストメッセージが検索される。そして、検索されたメッセージが表示される。
【００４８】
　好ましくは、検索されたテキストメッセージは、送信テキストメッセージグループと受
信テキストメッセージグループとにグループ化して、リストの形態で表示されると良い。
【００４９】
　第２ディスプレイ２００がタッチスクリーンでない場合、図４の（ｃ）に示すように、
送信テキストメッセージグループと受信テキストメッセージグループとの両方とも第２デ
ィスプレイ２００に表示されることが好ましい。このような場合は、第１ディスプレイ１
００上の「ナビゲーション」アイコン１２０と「確定」アイコン１４０の操作によって、
前記表示されたテキストメッセージのうち、いずれか１つが選択される構成を具現するこ
とが可能である。
【００５０】
　第２ディスプレイ２００がタッチスクリーンである場合は、（ｄ）に示すように、送信
テキストメッセージグループと受信テキストメッセージグループのうち、いずれか１つが
第１ディスプレイ１００に表示され、残りの１つのテキストメッセージグループは第２デ
ィスプレイ２００に表示されるようにして、使用者がより多い数のテキストメッセージを
一度に見られるようにすることが好ましい。このような場合、使用者はスタイラスペンま
たは指を使用して、選択対象のテキストメッセージを直接タッチすることにより、表示さ
れたテキストメッセージのうち、いずれか１つを選択することができる。
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【００５１】
　多様な方式で表示される検索されたテキストメッセージのうち、いずれか１つが選択さ
れれば、図４の（ｅ）に示すように、選択されたテキストメッセージの内容が表示される
。選択されたテキストメッセージに関連して、テキストメッセージ作成ウィンドウも同時
に表示されて、使用者がテキストメッセージを作成することができるようにする。
【００５２】
　テキストメッセージ作成ウィンドウにテキストメッセージを入力することに関連しては
多様な実施形態が第１実施形態において説明されたので、これに対するこれ以上の説明は
便宜上省略する。
【００５３】
　（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態は、移動通信端末におけるテキストメッセージ表示方法に関する
ものであって、テキストメッセージの作成中にテキストメッセージが受信されても作成中
のテキストメッセージを継続して表示できる方法に関するものである。
【００５４】
　以下、図５を参照して第３実施形態を詳細に説明する。
【００５５】
　図５は、本発明の第３実施形態に係るテキストメッセージ表示方法を説明するために、
第１ディスプレイ１００と第２ディスプレイ２００に各々表示される視覚的出力を図示す
る。
【００５６】
　本実施形態によれば、使用者が一般的な待機モードで「メニュー」アイコン１６０を選
択することにより、テキストメッセージ入力を活性化する場合、図５の（ｂ）に示すよう
な視覚的出力が第１ディスプレイ１００と第２ディスプレイ２００に各々表示される。特
に、図５の（ｂ）に図示された例によれば、テキストメッセージを記入するためのキーパ
ッドが第１ディスプレイ１００に表示される。また、第２ディスプレイ２００には、入力
されたメッセージが表示されるメッセージ表示ウィンドウが表示される。したがって、使
用者は、図５の（ｂ）に示すように、メッセージ表示ウィンドウを使用してテキストメッ
セージを作成することができる。
【００５７】
　図５の（ｂ）に示すようなテキストメッセージの作成中にテキストメッセージが受信さ
れる場合、第１ディスプレイ１００と第２ディスプレイ２００は、各々図５の（ｃ）に示
すような視覚的出力を表示する。即ち、図５の（ｃ）に示すように、第２ディスプレイ２
００のスクリーンは作成中のメッセージを継続して表示する。一方、第１ディスプレイ１
００のスクリーンは、図５の（ｃ）に示すように、受信されたテキストメッセージの内容
を表示する。したがって、使用者は作成中のテキストメッセージを表示しつつ受信された
テキストメッセージを見ることができる。
【００５８】
　使用者が受信されたメッセージを見た後、「確定」アイコン１４０を選択する場合、図
５の（ｄ）に示すように、第１ディスプレイ１００にテキストメッセージ作成用キーパッ
ドが表示される。したがって、使用者は作成中のテキストメッセージを完成することがで
きる。
【００５９】
　（第４実施形態）
　本発明の第４実施形態は、移動通信端末において、テキストメッセージを表示する方法
に関するものであって、端末に格納されたテキストメッセージをグループ化した状態で表
示することができ、これによって、使用者が格納されたテキストメッセージのうち、希望
する１つを容易に検索できるようにする方法に関する。
【００６０】
　以下、図６を参照して第４実施形態を詳細に説明する。
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【００６１】
　図６は、本発明の第４実施形態に係る方法を説明するために、第１ディスプレイと第２
ディスプレイに各々表示される視覚的出力を示す。
【００６２】
　本実施形態によれば、一般的な待機モードで、移動通信端末１０は図６の（ａ）に示す
ような視覚的出力を表示する。即ち、電話番号などの入力のための一般的なキーボタンが
第１ディスプレイ１００のスクリーン上に表示される。第２ディスプレイ２００のスクリ
ーン上には、現在の端末状態（現在日付、現在時刻、電波受信状態など）が表示される。
【００６３】
　「メニュー」アイコン１６０を使用すれば、使用者は移動通信端末１０から送信された
全てのテキストメッセージと受信された全てのテキストメッセージのリストを表示するこ
とができる。移動通信端末１０を一般的な待機モードからリスト表示モードに変更すると
、第１ディスプレイ１００と第２ディスプレイ２００が図６の（ｂ）に示すような視覚的
出力を表示するようにする。即ち、第１ディスプレイ１００と第２ディスプレイ２００の
スクリーンはメモリ４００に格納された送信された全てのテキストメッセージと受信され
た全てのテキストメッセージのリストを送信または受信時刻の順に連続的に表示する。図
６には図示してはいないが、列挙されたテキストメッセージの各々には該当テキストメッ
セージが送信テキストメッセージであるか、受信テキストメッセージであるかを示す識別
シンボルが割り当てられることができる。これは以下に説明される実施形態にも等価的に
適用されることができる。
【００６４】
　使用者が第１ディスプレイ１００上で「グループ（Ｇｒｏｕｐ）」アイコン１７０を選
択すれば、第１ディスプレイ１００と第２ディスプレイ２００は、各々図６の（ｃ）に示
すような視覚的出力を表示する。即ち、第２ディスプレイ２００は継続してメッセージリ
ストを表示し、第１ディスプレイ１００はメッセージ送信及び受信情報に基づいて１つ以
上のグループにグループ化して列挙されるメッセージのグループを表示する。メッセージ
送信及び受信情報は、送信者／受信者の名前、電話番号、または、送信／受信日付であり
うる。メッセージ送信及び受信情報がこのような情報に限るのではなくて、以下に説明さ
れる実施形態に等価的に適用されることができる。
【００６５】
　使用者が例えばグループ「Ｓｕｓａｎ　Ｊ．」など、第１ディスプレイ１００に表示さ
れたグループのうち、いずれか１つを選択すれば、第２ディスプレイ２００は、図６の（
ｄ）に示すように、「Ｓｕｓａｎ　Ｊ．」から使用者に送信されたテキストメッセージの
リストと使用者から「Ｓｕｓａｎ　Ｊ．」に送信されたテキストメッセージのリストを表
示する。
【００６６】
　使用者が列挙されたテキストメッセージのうち、いずれか１つを選択すれば、第２ディ
スプレイ２００は、図６の（ｅ）に示すように、選択されたテキストメッセージの内容を
表示する。これと同時に、第１ディスプレイはキーパッドとテキストメッセージ作成ウィ
ンドウを表示して、使用者が、選択されたテキストメッセージと関連したテキストメッセ
ージを作成することができるようにする。したがって、使用者は、表示されたテキストメ
ッセージ作成ウィンドウとキーパッドを使用してテキストメッセージを作成することがで
きる。
【００６７】
　テキストメッセージ作成ウィンドウにおいて、テキストメッセージを入力することと関
連した多様な実施形態が第１実施形態において説明されたので、これに対するこれ以上の
説明は便宜上省略する。
【００６８】
　（第５実施形態）
　本発明の第４実施形態では、前述のように、送信されたテキストメッセージと受信され
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たテキストメッセージの全てのリストが第１ディスプレイ１００と第２ディスプレイ２０
０に表示される。しかしながら、本発明の第５実施形態では、送信されたテキストメッセ
ージのリストまたは受信されたテキストメッセージのリストのうち、いずれか１つのみが
第１ディスプレイ１００及び第２ディスプレイ２００に表示される。これは図７を参照し
て詳細に説明する。
【００６９】
　図７は、本発明の第５実施形態によりテキストメッセージを表示する方法を説明するた
めに、第１ディスプレイ及び第２ディスプレイに各々表示される視覚的出力を示す。
【００７０】
　本実施形態によれば、使用者は、「メニュー」アイコン１６０を使用してリスト表示モ
ードを活性化した後、送信テキストメッセージのリストのみを表示するように設定してお
くことができる。使用者がこのような操作を行なった場合、第１ディスプレイ１００と第
２ディスプレイ２００は、各々図７の（ｂ）に示すような視覚的出力を表示する。具体的
には、第１ディスプレイ１００と第２ディスプレイ２００のスクリーンは使用者から送信
されてメモリ４００に格納された全てのテキストメッセージのリストを送信時刻の順に連
続的に表示する。なお、使用者は受信テキストメッセージのリストのみを表示するように
設定しておくことも可能である。
【００７１】
　そして、使用者が第１ディスプレイ１００上の「グループ」アイコン１７０を選択すれ
ば、第１ディスプレイ１００と第２ディスプレイ２００は、各々図７の（ｃ）に示すよう
な視覚的出力を表示する。より詳しくは、第２ディスプレイ２００はメッセージリストを
継続して表示する一方、第１ディスプレイ１００は列挙されたメッセージのグループをメ
ッセージ送信情報に基づいて１つ以上のグループにグループ化して表示する。
【００７２】
　そして、使用者が第１ディスプレイ１００に表示されたグループのうち、例えば、「Ｍ
ａｒｙ　Ｋ．」など、１つのグループを選択すれば、第２ディスプレイ２００は、図７の
（ｄ）に示すように、使用者から「Ｍａｒｙ　Ｋ．」に送信されたテキストメッセージの
リストを表示する。
　そして、使用者が列挙されたテキストメッセージのうち、いずれか１つを選択すれば、
第２ディスプレイ２００は、図７の（ｅ）に示すように、選択されたテキストメッセージ
の内容を表示する。これと同時に、第１ディスプレイ１００は、使用者が選択されたテキ
ストメッセージと関連したテキストメッセージが作成できるようにするために、キーパッ
ドと共にテキストメッセージ作成ウィンドウを表示する。したがって、使用者は表示され
たテキストメッセージ作成ウィンドウとキーパッドを使用してテキストメッセージを作成
することができる。
【００７３】
　一方、使用者が、一般的な待機モード画面上で「メニュー」アイコン１６０を用いてリ
スト表示モードを活性化した後、受信されたテキストメッセージのリストのみを表示する
ようにする操作を行なった場合、第１ディスプレイ１００及び第２ディスプレイ２００は
、各々図７の（ｆ）に示すような視覚的出力を表示する。即ち、第１ディスプレイ１００
と第２ディスプレイ２００のスクリーンは使用者に受信されてメモリ４００に格納された
全てのテキストメッセージのリストを受信時刻の順に連続して表示する。
【００７４】
　そして、図７の（ｇ）から図７の（ｈ）に示すように、列挙されたテキストメッセージ
をグループ化して、グループ化したテキストメッセージのうち、いずれか１つを選択して
、選択されたテキストメッセージと関連したテキストメッセージを作成するプロシジャー
が遂行される。これらのプロシジャーは、図７の（ｂ）から図７の（ｅ）に対する説明と
類似している。したがって、説明の便宜上、これらプロシジャーに対するこれ以上の説明
は省略する。
【００７５】
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　テキストメッセージ作成ウィンドウにおいて、テキストメッセージを入力することと関
連した多様な実施形態が第１実施形態で説明されたので、便宜上、それに対するこれ以上
の説明は省略する。
【００７６】
　（第６実施形態）
　本発明の第６実施形態では、前述した第４実施形態及び第５実施形態とは異なり、第１
ディスプレイ１００が受信テキストメッセージのリスト（または、送信テキストメッセー
ジのリスト）を表示する一方、第２ディスプレイは送信テキストメッセージのリスト（ま
たは、受信テキストメッセージのリスト）を表示する構成が具現される。これは図８を参
照して詳細に説明する。
【００７７】
　図８は、本発明の第６実施形態によりテキストメッセージを表示する方法を説明するた
めに第１ディスプレイと第２ディスプレイに各々表示される視覚的出力を示す。
【００７８】
　本実施形態によれば、使用者は受信されたテキストメッセージのリストを第１ディスプ
レイ１００に表示し、送信されたテキストメッセージのリストを第２ディスプレイ２００
に表示するように設定しておくことができる。その後、使用者は一般的な待機モード画面
上の「メニュー」アイコン１６０を使用してリスト表示モードを活性化することができ、
これによって、第１ディスプレイ１００と第２ディスプレイ２００が各々図８の（ｂ）に
示すような視覚的出力を表示するようにする。具体的に、第１ディスプレイ１００のスク
リーンは使用者に受信されてメモリ４００に格納された全てのテキストメッセージのリス
トを受信時刻の順に表示する。これと同時に、第２ディスプレイ２００のスクリーンは使
用者から送信されてメモリ４００に格納された全てのテキストメッセージのリストを送信
時刻の順に表示する。
【００７９】
　そして、使用者が第１ディスプレイ１００上で「グループ」アイコン１７０を選択すれ
ば、第１ディスプレイ１００と第２ディスプレイ２００は、各々図８の（ｃ）に示すよう
な視覚的出力を表示する。即ち、第２ディスプレイ２００は送信されたテキストメッセー
ジと受信されたテキストメッセージのリストを区別して表示する。これと同時に、第１デ
ィスプレイ１００は列挙されたメッセージのグループをメッセージ送信または受信情報に
基づいてグループ化した１つ以上のグループで表示する。
【００８０】
　そして、使用者が第１ディスプレイ１００に表示されたグループのうち、例えばグルー
プ「Ｓｕｓａｎ　Ｊ．」など、１つのグループを選択すれば、第２ディスプレイ２００は
、図８の（ｄ）に示すように、移動通信端末１０から「Ｓｕｓａｎ　Ｊ．」に送信された
テキストメッセージのリスト及び「Ｓｕｓａｎ　Ｊ．」から移動通信端末１０において受
信されたテキストメッセージのリストを区別して表示する。
【００８１】
　使用者がこれら２つのリストに列挙されたメッセージのうち、いずれか１つを選択すれ
ば、第２ディスプレイ２００は、図８の（ｅ）に示すように、選択されたメッセージの内
容を表示する。これと同時に、第１ディスプレイ１００は、使用者が選択されたテキスト
メッセージと関連してテキストメッセージが作成できるようにするために、キーパッドと
共にテキストメッセージ作成ウィンドウを表示する。したがって、使用者は表示されたテ
キストメッセージ作成ウィンドウとキーパッドを使用してテキストメッセージを作成する
ことができる。
【００８２】
　テキストメッセージ作成ウィンドウにおいて、テキストメッセージを入力することと関
連した多様な実施形態が第１実施形態において説明されたので、これに対するこれ以上の
説明は便宜上省略する。
【００８３】
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　なお、本発明において、第１ディスプレイ及び第２ディスプレイに夫々表示された内容
は、移動通信端末の１つの表示部において、画面分割して夫々表示しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明に係る移動通信端末の構成を概略的に示すブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るテキストメッセージ表示方法を示す図であって、（
ａ）は一般的な待機モード、（ｂ）はメッセージを受信した状態、（ｃ）は返信メッセー
ジ作成時の状態、（ｄ）はタッチスクリーンに返信メッセージが手書き入力された状態、
（ｅ）は返信メッセージに手書き入力用テキストメッセージ作成ウィンドウが表示された
状態を示す。
【図３】本発明の第１実施形態に係るテキストメッセージ表示方法を示す図であって、（
ａ）はメッセージを受信した状態、（ｂ）は複写対象をブロック指定した状態、（ｃ）は
ブロック－複写した状態を示す。
【図４】本発明の第２実施形態に係るテキストメッセージ表示方法を示す図であって、（
ａ）は一般的な待機モード、（ｂ）は検索画面が表示された状態、（ｃ）は送信及び受信
メッセージグループが１つのディスプレイに表示された状態、（ｄ）は送信及び受信メッ
セージグループが２つのディスプレイに夫々表示された状態、（ｅ）は返信メッセージ作
成時の状態を示す。
【図５】本発明の第３実施形態に係るテキストメッセージ表示方法を示す図であって、（
ａ）は一般的な待機モード、（ｂ）は一般的なメッセージ入力時の状態、（ｃ）はメッセ
ージを受信した状態、（ｄ）は継続してメッセージを入力可能する状態を示す。
【図６】本発明の第４実施形態に係るテキストメッセージ表示方法を示す図であって、（
ａ）は一般的な待機モード、（ｂ）はリスト表示モード、（ｃ）はグループを表示した状
態、（ｄ）はグループを選択した状態、（ｅ）は返信メッセージ作成時の状態を示す。
【図７】本発明の第５実施形態に係るテキストメッセージ表示方法を示す図であって、（
ａ）は一般的な待機モード、（ｂ）は送信メッセージのリスト表示モード、（ｃ）はグル
ープを表示した状態、（ｄ）はグループを選択した状態、（ｅ）は返信メッセージ作成時
の状態、（ｆ）は受信メッセージのリスト表示モード、（ｇ）はグループを表示した状態
、（ｈ）はグループを選択した状態、（ｉ）は返信メッセージ作成時の状態を示す。
【図８】本発明の第６実施形態に係るテキストメッセージ表示方法を示す図であって、（
ａ）は一般的な待機モード、（ｂ）はリスト表示モード、（ｃ）はグループを表示した状
態、（ｄ）はグループを選択した状態、（ｅ）は返信メッセージ作成時の状態を示す。
【符号の説明】
【００８５】
　　１００　第１ディスプレイ
　　２００　第２ディスプレイ
　　３００　メッセージプロセッサ
　　４００　メモリ
　　５１０　キーパッド
　　５５０　音声入力部
　　６００　制御部
　　６１０　テキスト認識モジュール
　　６３０　音声認識モジュール
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