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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークにより受信通信端末に送信された、少なくとも１ページを含む連結さ
れたエンハンストショートメッセージの管理方法であって、前記ページは、送信者によっ
て設定された、前記受信通信端末のスクリーン上に表示される単位であって、連結された
エンハンストショートメッセージに含まれており、
　前記受信通信端末によって実行される、
　ａ）ページのＲＥＡＤ（既読）／ＵＮＲＥＡＤ（未読）状態を表す状態変数を作成する
ステップと、
　ｂ）受信通信端末によって受信された各ページに前記状態変数を割り当てるステップと
、
　ｃ）前記割り当てられた状態変数をＵＮＲＥＡＤ（未読）へと初期化するステップと、
　ｄ）メッセージが複数のページを含むかを判定し、メッセージが複数のページを含むと
判断された場合には、メッセージの後続のページが受信されると、メッセージの受信した
ページとメッセージの以前に受信された全てのページの状態変数をＵＮＲＥＡＤ（未読）
に更新するステップと、
　ｅ）前記メッセージの最終ページが受信されると、メッセージの着信を知らせるために
呼び出し音を鳴らし、且つ、スクリーンをポップアップするステップと、
　ｆ）メッセージの受信されたページのいずれか１ページが前記受信通信端末上に表示さ
れた後に、メッセージの受信された全てのページの状態変数をＲＥＡＤ（既読）に更新す
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るステップとを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　メッセージは１ページのみを有し、前記ページが受信されると呼び出し音を鳴らし、且
つ、１つの情報を表示するためにスクリーンをポップアップするステップを更に含む請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　メッセージは少なくとも２ページを含み、各ページは送信される連結されたエンハンス
トショートメッセージに含まれるＥＭＳページの総数とそのページ番号とを表すフィール
ドを含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ページが受信されるたびに、ページが受信されたことを示す所定のアイコンをプロンプ
ト状態に設定するステップを更に含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　表示命令が受信されるとメッセージのコンテンツをスクリーン上に表示するステップと
、
　メッセージの受信された全てのページの状態変数をＲＥＡＤ（既読）に更新するステッ
プとを更に含む請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　更に、
ユーザメニューを起動させるステップを有し、
　ユーザメニューからショートメッセージのエントリを選択し、スクリーン上にＵＮＲＥ
ＡＤ（未読）グループとＲＥＡＤ（既読）グループの２つのアイテムを表示するステップ
を有し、ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループはＵＮＲＥＡＤ（未読）状態のページを有するメ
ッセージを含んでおり、ＲＥＡＤ（既読）グループはＲＥＡＤ（既読）状態のページを有
するメッセージを含んでおり、
　ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループを指定し、ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループのメッセージ
をスクリーン上にリストするステップを有し、
　所望のメッセージを指定し、そのコンテンツをスクリーン上に表示するステップを有し
、
　メッセージの全てのページの状態変数をＲＥＡＤ（既読）に更新するステップを有し、
　前記所定のアイコンを、受信されたページにＵＮＲＥＡＤ（未読）ページが無いことを
示すカウンタープロンプト状態に設定するステップとを含む請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　更に、
　ユーザメニューを起動させるステップを有し、
　ユーザメニューからショートメッセージ用のエントリを選択し、ＵＮＲＥＡＤ（未読）
グループとＲＥＡＤ（既読）グループの２つのアイテムをスクリーン上に表示するステッ
プを有し、ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループはＵＮＲＥＡＤ（未読）状態のページを有する
メッセージを含んでおり、ＲＥＡＤ（既読）グループはＲＥＡＤ（既読）状態のページを
有するメッセージを含んでおり、
　ＲＥＡＤ（既読）グループを指定し、ＲＥＡＤ（既読）グループのメッセージをスクリ
ーン上にリストするステップを有し、
　所望のメッセージを指定し、そのコンテンツをスクリーン上に表示するステップとを含
む請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループのメッセージをリストするステップは、ＵＮＲＥＡＤ（
未読）メッセージを、サービスセンターがメッセージを受信した時刻を示すそれぞれの時
間パラメータに応じて昇順にリストするステップを含む請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループのメッセージをリストするステップは、ＵＮＲＥＡＤ（
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未読）メッセージを、サービスセンターがメッセージを受信した時刻を示すそれぞれの時
間パラメータに応じて降順にリストするステップを含む請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループのメッセージをリストするステップは、ＵＮＲＥＡＤ（
未読）メッセージをそれぞれの時間パラメータに応じて昇順にリストするステップを含み
、ＲＥＡＤ（既読）グループのメッセージをリストするステップは、ＲＥＡＤ（既読）メ
ッセージを、サービスセンターがメッセージを受信した時刻を示すそれぞれの時間パラメ
ータに応じて昇順にリストするステップを含む請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループのメッセージをリストするステップは、ＵＮＲＥＡＤ（
未読）メッセージをそれぞれの時間パラメータに応じて降順にリストするステップを含み
、ＲＥＡＤ（既読）グループのメッセージをリストするステップは、ＲＥＡＤ（既読）メ
ッセージを、サービスセンターがメッセージを受信した時刻を示すそれぞれの時間パラメ
ータに応じて降順にリストするステップを含む請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　１つのメッセージの前記時間パラメータは前記メッセージの中の複数のページの一部を
伝送するトランスポートプロトコルデータユニット内のＴＰ＿ＳＣＴＳのフィールドによ
って表され、前記トランスポートプロトコルデータユニットはメッセージの受信された全
てのページのうち最小ページ番号を有するページを含んでいる請求項８から１１のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１３】
　メッセージのコンテンツを表示するステップは、ページ番号の昇順にメッセージのコン
テンツを表示するステップを含む請求項５から７に記載の方法。
【請求項１４】
　メッセージのコンテンツを表示するステップは、欠落したページを置換するために所定
の記号またはストリングを表示するステップを含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　メッセージの後続のページが受信されると、メッセージの以前に受信された全てのペー
ジの状態変数をＵＮＲＥＡＤ（未読）に更新するステップは、前記後続のページと同じメ
ッセージに属するページを特定するために、前記後続のページと通信端末によって受信さ
れた全てのページとを、前記メッセージ内ではメッセージリファレンスに同じ値が割り当
てられている、前記メッセージの複数のページの一部を伝送する複数のプロトコルデータ
ユニット内のメッセージリファレンスフィールド、および送信元アドレスに関して比較す
るステップを含む請求項３に記載の方法。
【請求項１６】
　受信されたページのページ番号が端末で利用できる最大のページ番号よりも大きいか否
かを判定するステップと、ページ番号が利用できる最大のページ番号よりも大きい場合は
、ネットワークに対してページの受信を通知し、ページを消去するステップを更に含む請
求項３に記載の方法。
【請求項１７】
　メッセージが適正に受信されたことを示す最後のページの状態リポートをメッセージ送
信端末に送る受信側の動作を要求するステップを更に含む請求項３に記載の方法。
【請求項１８】
　通信ネットワークにより送信された、少なくとも１ページを含む連結されたエンハンス
トショートメッセージを管理する通信端末であって、前記ページは、送信者によって設定
された、受信する前記通信端末のスクリーン上に表示される単位であって、連結されたエ
ンハンストショートメッセージに含まれており、
　命令を入力する手段と、
　ページを受信する手段と、
　受信したページを記憶する手段と、
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　ユーザに対してページの着信を通知する手段とを備え、
　更に、
　ページのＲＥＡＤ（既読）／ＵＮＲＥＡＤ（未読）状態を表す状態変数を作成する手段
と、
　通信端末によって受信された各ページに前記状態変数を割り当てる手段と、
　前記状態変数をＵＮＲＥＡＤ（未読）へと初期化する手段と、
　メッセージが複数のページを含むかを判定し、メッセージが複数のページを含むと判断
された場合には、メッセージの後続のページが受信されると、メッセージの受信したペー
ジとメッセージの以前に受信された全てのページの状態変数をＵＮＲＥＡＤ（未読）に更
新する手段と、
　前記メッセージの最終ページが受信されると、メッセージの着信を知らせるために呼び
出し音を鳴らし、且つ、スクリーンをポップアップする手段と、
　メッセージの受信されたページのいずれか１ページが読まれた後、メッセージの受信さ
れた全てのページの状態変数をＲＥＡＤ（既読）に更新する手段とを備えることを特徴と
する通信端末。
【請求項１９】
　前記通信端末が携帯電話である請求項１８に記載の通信端末。
【請求項２０】
　前記記憶手段がＳＩＭカードである請求項１９に記載の通信端末。
【請求項２１】
　メッセージが適正に届けられたことを示す最後のページの状態リポートをメッセージ送
信端末に送る受信側の動作を要求する手段を更に備える請求項１９に記載の通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信端末におけるショートメッセージの管理方法に関し、特に携帯電話のよう
な通信端末における連結されたエンハンストショートメッセージの管理方法に関する。本
発明は更に、この方法を使用した通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）は携帯電話のユーザに熱く歓迎されている。従
来の通話サービスを超えるＳＭＳの利点は、送信者がメッセージの受信に関して心配する
ことがほとんどないことである。受信端末の電源がオフであったり、信号が弱い場所であ
っても、ユーザが携帯電話の電源をオンにし、または信号の強い場所に行けば、メッセー
ジは最終的に受信される。しかし、従来の通話サービスに関して、ほとんどのユーザには
呼出し信号が受信されず、または現位置で信号強度が低い場合に通話の音質が劣化すると
いう経験がある。このような状況にあって、信号が強い場所で双方の間に通信接続が再確
立されない限り、受信者は情報を得られない。受信端末がオフ状態の場合に呼出しが受信
されないことは言うまでもない。ＳＭＳの別の利点はサービス料金が安いことである。
【０００３】
　ＳＭＳ開発の初期段階では、ショートメッセージはメロディや画像のような何らかのマ
ルチメディアなしのテキストコンテンツしか含んでいないので、メッセージは少量の情報
しか含まず、したがって１つのトランスポートプロトコルデータユニット（ＴＰＤＵ）か
ら構成することができた。ＳＭＳプロトコルはこのようなショートメッセージの伝送をサ
ポートするものである。最近になって、モバイルＳＭＳ　３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．０４０
の勧告でエンハンストショートメッセージサービス（ＥＭＳ）が導入された。ＥＭＳは大
量の情報を含む可能性があり、２つ以上のＴＰＤＵを必要とする。この現在のプロトコル
は幾つかのＴＰＤＵを連結することによって、ネットワーク内のＥＭＳの送信をもサポー
トする。
【０００４】
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　しかし、この現在のプロトコルは連結されたＴＰＤＵが順序どおりに端末に着信するこ
とを保証するものではない。１つのＥＭＳからのＴＰＤＵが不規則順に端末に着信するこ
とがあるだけではなく、別のＥＭＳからのＴＰＤＵも交互に着信することがある。例えば
、２つのＥＭＳが端末に送信される。１つはｍ１、ｍ２、ｍ３およびｍ４の順の４つの連
結されたＴＰＤＵからなり、もう１つはＭ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４およびＭ５の順の５つの
連結されたＴＰＤＵからなっている。このプロトコルはＴＰＤＵの着信を順序どおりにサ
ポートしないので、これらは次のような順序、すなわちｍ４、ｍ１、Ｍ３、ｍ２、Ｍ５、
Ｍ２、．．．で端末に着信することがある。
【０００５】
　ＥＭＳは不規則順に端末に着信することがあるので、幾つかの問題が生じ、解決される
必要がある。第一の問題点は、ＥＭＳの着信をユーザにいつ通知するかである。簡単な１
つの構想は全てのＴＰＤＵの着信時にユーザに通知することである。よく知られているよ
うに、ＥＭＳの１つまたは複数のＴＰＤＵが送信期間中に損失されることがある。したが
って、この構想では１つのＴＰＤＵが着信しない場合は、マンマシンインターフェース（
ＭＭＩ）はオープンシステムのアプリケーション層に接続されないので、ユーザはＥＭＳ
の着信も通知されず、またＥＭＳのいかなるコンテンツの検索もできない。別の検討は、
１つのＴＰＤＵが着信するごとにユーザに着信を通知するというものである。しかし、時
々、この方法は端末に負担をかけ、ユーザを過剰に煩わせる。
【０００６】
　別の設計は、全てのＴＰＤＵが正しい順序で着信した場合にユーザにＥＭＳの着信を通
知し、スクリーン上にそのコンテンツを表示し、また、ＥＭＳが不規則順に着信し、また
は少なくとも１つのＴＰＤＵが損失された場合は、正しくないコンテンツをスクリーンに
表示する（例えば不規則順での表示）という構想である。しかし、この三番目の設計は依
然として、１つのＴＰＤＵが着信しなくてもユーザにＥＭＳの着信を通知し、ＥＭＳは正
しくないコンテンツによってスクリーン上に表示されるだけである。それはユーザにとっ
て親切ではないばかりか、ユーザインターフェースにとっても妥当ではない。
【０００７】
　したがって別の問題点、すなわち端末に不規則順に着信する個々のＴＰＤＵをいかにし
て認識し、表示するかという問題が生ずる。
【０００８】
　更に別の問題は、「破損された」ＥＭＳをいかにして表すかである。ここで「破損され
た」という用語は、１つまたはそれ以上のＴＰＤＵが損失してＥＭＳが完結しないことを
意味する。
【０００９】
　したがって、メッセージの着信をユーザに対して適時に通知し、かつ受信されたＥＭＳ
のコンテンツを適正かつ親切に表示するために、通信端末における連結されたエンハンス
トショートメッセージの改善された管理方法を提供する必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、本発明の目的は通信端末における連結されたエンハンストショートメッセ
ージの管理方法を提供することにある。
【００１１】
　本発明の別の目的はユーザに対してＥＭＳの着信を通知する方法を提供することにある
。
【００１２】
　本発明の更に別の目的はユーザに親切な方法でＥＭＳを表示する方法を提供することに
ある。
【００１３】
　本発明の更に別の目的は、本発明による連結されたエンハンストショートメッセージの
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管理方法を使用した通信端末を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、通信ネットワークにより通信端末に送信される、少なくとも１ページを含む
連結されたエンハンストショートメッセージの管理方法を提供するものである。この方法
は、
　ａ）ページのＲＥＡＤ（既読）／ＵＮＲＥＡＤ（未読）状態を表す状態変数を作成する
ステップと、
　ｂ）通信端末によって受信された各ページに前記状態変数を割り当てるステップと、
　ｃ）前記割り当てられた状態変数をＵＮＲＥＡＤ（未読）へと初期化するステップと、
　ｄ）メッセージの受信されたページのいずれか１ページが読まれた後に、メッセージの
受信された全てのページの状態変数をＲＥＡＤ（既読）に更新し、メッセージの後続のペ
ージが受信されると、メッセージの以前に受信された全てのページの状態変数をＵＮＲＥ
ＡＤ（未読）に更新するステップとを含んでいる。
【００１５】
　上記の方法で、メッセージは１ページまたはそれ以上のページを有していてもよい。メ
ッセージが少なくとも２ページを含んでいる場合は、各ページはＥＭＳページの総数とそ
のページ番号とを表すフィールドを含んでいる。ページが受信されるごとに、所定のアイ
コンがプロンプト状態に設定される。この場合、本方法は更に、ユーザメニューを起動さ
せるステップを有し、ユーザメニューからショートメッセージのエントリを選択し、スク
リーン上にＵＮＲＥＡＤ（未読）グループとＲＥＡＤ（既読）グループの２つのアイテム
を表示するステップを有し、ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループはＵＮＲＥＡＤ（未読）状態
のページを有するメッセージを含んでおり、ＲＥＡＤ（既読）グループはＲＥＡＤ（既読
）状態にあるページを有するメッセージを含んでおり、ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループを
指定し、ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループのメッセージをスクリーン上にリストするステッ
プを有し、所望のメッセージを指定し、そのコンテンツをスクリーン上に表示するステッ
プを有し、メッセージの全てのページの状態変数をＲＥＡＤ（既読）に更新するステップ
を有し、前記所定のアイコンをカウンタープロンプト状態に設定するステップとを含んで
いてもよい。本発明の方法はまた、ＲＥＡＤ（既読）グループから所望のメッセージを選
択し、その内容をスクリーンにいつでも表示することができる。
【００１６】
　メッセージの最後のページが受信されると、呼出し音が発され、スクリーンがポップさ
れてメッセージの着信が通知される。この時点で本方法は、表示命令が受信されるとメッ
セージのコンテンツをスクリーン上に表示するステップと、メッセージの受信された全て
のページの状態変数をＲＥＡＤ（既読）に更新するステップとを更に含んでいてもよい。
【００１７】
　上記の発明で、ＵＮＲＥＡＤ（未読）またはＲＥＡＤ（既読）グループのメッセージを
リストするステップは、ＵＮＲＥＡＤ（未読）またはＲＥＡＤ（既読）メッセージをそれ
ぞれの時間パラメータに応じて昇順または降順にリストするステップを含んでいてもよい
。メッセージのコンテンツを表示するステップは、ページ番号の昇順にメッセージのコン
テンツを表示するステップを含んでいてもよい。好適には、欠落したページを置換するた
めに所定の記号またはストリングが用いられる。
【００１８】
　本発明の方法は、メッセージが適正に受信されたことを示す最後のページの状態リポー
トをメッセージ送信端末に送る受信側の動作を要求するステップを更に含んでいてもよい
。
【００１９】
　本発明は更に、上記の管理方法を使用した通信端末を提供するものである。通信端末は
、命令を入力する手段と、ページを受信する手段と、受信したページを記憶する手段と、
ユーザに対してページの着信を通知する手段とを備えていることに加え、更に、ページの



(7) JP 4166698 B2 2008.10.15

10

20

30

40

50

ＲＥＡＤ（既読）／ＵＮＲＥＡＤ（未読）状態を表す状態変数を作成する手段と、通信端
末によって受信された各ページに前記状態変数を割り当てる手段と、前記状態変数をＵＮ
ＲＥＡＤ（未読）へと初期化する手段と、メッセージの受信されたページのいずれか１ペ
ージが読まれた後、メッセージの受信された全てのページの状態変数をＲＥＡＤ（既読）
に更新し、メッセージの後続のページが受信されると、メッセージの以前に受信された全
てのページの状態変数をＵＮＲＥＡＤ（未読）に更新する手段とを備えている。
【００２０】
　前述の通信端末は携帯電話でよく、前記記憶手段はＳＩＭカードであってよい。更に、
通信端末は、メッセージが適正に届けられたことを示す最後のページの状態リポートをメ
ッセージ送信端末に送る受信側の動作を要求する手段を更に備えていてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　添付図面に実施例が示されている、本発明の現在の好適な実施形態を詳細に説明する。
可能な限り、同一の、または類似の部分を参照する際は図面全体を通して同一の参照番号
を使用する。
【００２２】
　典型的な携帯電話を図１に示す。携帯電話１０はキーパッド１とスクリーン２とを含ん
でいる。キーパッド１は数字キー０～９と機能キーとを備えている。スクリーン２はプロ
ンプトアイコン、通知、およびショートメッセージのような情報を表示するために使用さ
れる。
【００２３】
　図２はＥＭＳのデータ構造の概略図である。１つのＥＭＳは一般に連結された幾つかの
ＴＰＤＵからなっており、その各々がＴＰヘッダとＴＰユーザデータとを含んでいる。Ｔ
Ｐヘッダは電話番号、対応するＴＰＤＵがサービスセンターに着信する時間を表すサービ
スセンタータイムスタンプ（以下ＴＰ＿ＳＣＴＳと呼ぶ）、および送信元アドレス（以下
ＴＰ＿ＯＡと呼ぶ）のような送信情報を含んでいる。ＴＰユーザデータはユーザデータヘ
ッダ長、幾つかの情報エレメント（ＩＥ）を含むユーザデータヘッダ、およびショートメ
ッセージから構成されている。連結されたＥＭＳは１ページのみを有する従来のメッセー
ジよりもＩＥが１つだけ多い。一般に、この追加のＩＥは第一のＩＥとして配列される。
第一の情報エレメントに格納されている情報にはＩＥ識別子と、ＩＥデータ長と、ＩＥデ
ータとが含まれている。これらのフィールドのうち、ＩＥ識別子はメッセージの連結され
た情報を表すために用いられる。例えば、ＩＥ識別子が８ビットの基準数で０ｘ００、ま
たは１６ビットの基準数で０ｘ０８である場合は、対応するメッセージは連結されている
。通常は、ＩＥデータ長＝０ｘ０３であり、ＩＥデータは３オクテットのメッセージリフ
ァレンスと、ページ総数（すなわちＴＰＤＵ）と、ページ番号とからなっている。同一の
ＥＭＳ内の全てのＴＰＤＵは同一のメッセージリファレンスおよび送信元アドレスを有し
ている。ＥＭＳ内の個々のＴＰＤＵはそれらのページ番号によって区別できる。例えば、
ＥＭＳはｍ１、ｍ２、ｍ３およびｍ４のシーケンスによって表すことができ、ｍはＥＭＳ
を表すキーワードであり、数字１～４はそのＴＰＤＵ構成要素のページ番号を表し、した
がって、ｍ１～ｍ４をＥＭＳ内のそれぞれのＴＰＤＵを表すために使用できる。
【００２４】
　本発明では、入力されたメッセージシーケンス内の異なるＥＭＳはメッセージリファレ
ンスおよび個々のＴＰＤＵの送信元アドレスで区別される。同一のメッセージリファレン
スおよび送信元アドレスを有するＴＰＤＵは同じＥＭＳに属するものと見なされる。
【００２５】
　本発明では、各ＴＰＤＵに状態変数が割り当てられる。新規のＥＭＳ用にそのＴＰＤＵ
の状態変数がＵＮＲＥＡＤ（未読）に設定され、新規のＥＭＳはＵＮＲＥＡＤ（未読）グ
ループに分類される。新規のＥＭＳが一旦読まれると、ＴＰＤＵの全構成要素の状態変数
がＲＥＡＤ（既読）に更新され、ＥＭＳはＲＥＡＤ（既読）グループに分類される。受信
されたＥＭＳが破損されたものであり、欠落したページが後に着信した場合は、欠落した
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ページの状態変数がＵＮＲＥＡＤ（未読）に設定されるだけではなく、ＥＭＳの以前に読
まれたページの状態変数もＵＮＲＥＡＤ（未読）に更新される。その結果生じたＥＭＳは
ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループに再分類される。
【００２６】
　本発明では、好適にはメッセージの着信は２つの方法でユーザに通知される。図１Ａは
この動作段階での表示モードの例を概略的に示している。ＥＭＳの最初のページまたは最
後のページが端末に着信すると、呼出し音が鳴り、一時的なスクリーンがポップアップし
て、「新しいショートメッセージがあります」のような情報が表示される。この場合、最
初のページまたは最後のページがＥＭＳの他のページと共に最初の時点で着信したのか、
または後の時点で欠落したページとして着信したのかにかかわらず、ユーザはエントリキ
ーを押すだけでＥＭＳの内容を読める。この場合は、最初のページはページ番号「１」を
有するページであり、最後のページはメッセージの最大のページ番号を有するページであ
る。別の方法は、ページの着信のたびに所定のプロンプトアイコンを点灯させることであ
る。図１Ａではアイコンはスクリーンの上部のバー内に配列されている。この場合は、ユ
ーザはユーザメニューを起動させ、メニューからショートメッセージ用のエントリを選択
できる。次に、スクリーンに２つの項目、すなわち１つはＵＮＲＥＡＤ（未読）グループ
用の項目、もう１つはＲＥＡＤ（既読）グループ用の項目が表示される。図１Ｂはこの動
作段階での表示モードの例を概略的に示している。ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループの項目
を選択することによって、電話番号や氏名のような幾つかのエントリがスクリーン上にリ
ストされ、これらのエントリに対応する全てのＥＭＳはＵＮＲＥＡＤ（未読）にある。図
１Ｃはこの動作段階での表示モードの例を概略的に示している。所望のエントリを更に指
定することによって、ユーザはスクリーン上の対応するＥＭＳのコンテンツを読むことが
できる。メッセージの１ページまたは複数ページが読まれると、メッセージの受信された
全ページの状態変数がＲＥＡＤ（既読）に更新され、所定のプロンプトアイコンが暗くな
る。本発明では、所定のプロンプトアイコンが点灯しなくても、ユーザは自発的にユーザ
メニューを起動させ、ＲＥＡＤ（既読）グループを選択し、次に所望のエントリを指定し
て、対応するＥＭＳのコンテンツを閲覧できる。
【００２７】
　本発明の好適な実施形態では、図１Ｃに示すようなエントリをＥＭＳの時間パラメータ
に応じて所定順にリストできる。前述したように、各ＴＰＤＵは、ＴＰＤＵがサービスセ
ンターに着信した時間を示すＴＰ＿ＳＣＴＳをＴＰヘッダ内に有している。個々のＴＰＤ
Ｕは同じＥＭＳに属している場合でも異なるＴＰ＿ＳＣＴＳを有することがある。ＥＭＳ
をソートするため、ＥＭＳの時間パラメータと同じＥＭＳの受信された全ページから、最
小ページ番号を有するページのＴＰ＿ＳＣＴＳが選択される。同じグループ（ＵＮＲＥＡ
Ｄ（未読）グループ、またはＲＥＡＤ（既読）グループ）のＥＭＳの中でこのような時間
パラメータを比較することによって、対応するエントリを希望に応じて昇順または降順で
リストすることができる。
【００２８】
　本発明の特定の実施形態では、ＥＭＳのコンテンツはそのＴＰＤＵ構成要素のページ番
号に応じて昇順で表示される。１つまたは複数のＴＰＤＵが欠落している場合は、対応す
るコンテンツは好適には「（．．．）」のような特殊なストリング、または特殊記号を表
示することによって置き換えられる。図１Ｄはこの表示モードの例を概略的に示している
。この表示モードは、人々の読む習慣と一致し、欠落したページを指示できるので有利で
ある。
【００２９】
　本発明の実施形態では、ＥＭＳの発信者がＧＳＭ　ＲＥＣ内に「状態リポート」フラグ
をセットし、メッセージが適正に受信されたか否かを認識するためにメッセージ状態リポ
ートを要求した場合、宛先の携帯電話はメッセージの最後のページについてのみ状態リポ
ートを作成するよう受信側ネットワークに要求するように設計されている。メッセージの
ページが昇順で配列されている場合は、最後のページは最大のページ番号を有するページ
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である。最後のページについて受信側ネットワークによって作成される状態リポートは、
メッセージを発信する携帯電話によるメッセージ全体についての状態リポートであると見
なされる。
【００３０】
　図３は本発明による着信ＥＭＳを管理するプロセスのフローチャートである。プロセス
はステップＳ２０から始まる。ステップ２０で、新規のＥＭＳページ（すなわちＴＰＤＵ
）が携帯電話に着信し、ＳＩＭカードに記憶される。ステップＳ２２で、状態変数がペー
ジに割り当てられ、ＵＮＲＥＡＤ（未読）に設定される。次に、プロセスはステップＳ２
４に進み、ページが連結されているか、またはＴＰＤＵのＩＥ識別子に基づいていないか
を判定する。連結されていない場合、すなわち着信メッセージが１ページしか含んでいな
い場合は、プロセスはステップＳ２６に進む。ステップＳ２６では、呼出し音が鳴り、一
時的なスクリーンがポップアップされ、プロンプトアイコンが点灯して、ユーザに対して
メッセージの着信を通知する。着信ページが連結されている場合は、ステップＳ２８はそ
のページ番号を、携帯電話が利用できる最大許容ページ数と比較する。ページ番号が最大
許容ページ数よりも大きい場合は、ステップＳ３０でそのページのコンテンツがＳＩＭカ
ードから削除され、ネットワークに対してページの受信が通知される。そうではない場合
は、ステップＳ３２は更に、ＳＩＭカードに記憶されているその他のページがあるか、ま
たメッセージリファレンスおよびＴＰＤＵのＴＰ＿ＯＡに基づいて着信ページと同じＥＭ
Ｓに属しているかを判定する。このようなページが見つからない場合は、プロセスはステ
ップＳ３６に進む。幾つかのページが適合する場合は、ステップＳ３４で、適合したこれ
らのページの状態変数がＵＮＲＥＡＤ（未読）に更新され、その後、プロセスはステップ
Ｓ３６に進む。ステップＳ３６では、プロセスは着信ページのページ番号が最大のページ
番号であるか否かを判定する。それが最後のページである場合は、プロセスはステップＳ
２６に進み、呼出し音を鳴らし、１つの情報を表示し、プロンプトアイコンを点灯させる
。それが最後のページではない場合は、ステップＳ３８で所定のプロンプトアイコンがス
クリーン上に点灯される。ユーザがステップＳ４０でショートメッセージを読んだ場合は
、関連する全ページがＲＥＡＤ（既読）に更新され、点灯していたプロンプトアイコンが
暗くなる。
【００３１】
　図４は本発明によるＥＭＳを読むプロセスのフローチャートである。「新しいショート
メッセージがあります」のような情報がスクリーンに表示されると、ユーザはステップＳ
４２でエントリキーを押す。次に、プロセスは新規のメッセージのコンテンツを読むため
にステップＳ７０に進む。それ以外の場合は、ユーザはユーザメニューを起動して、メニ
ューからショートメッセージのエントリを選択できる。次に、ステップＳ５２でスクリー
ンに２つの項目、ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループ、およびＲＥＡＤ（既読）グループが表
示される。２つの項目の間で指定された後、プロセスはステップＳ５４でＵＮＲＥＡＤ（
未読）グループの項目が選択されたか否かを判定する。ＵＮＲＥＡＤ（未読）グループが
選択されている場合は、プロセスはＳ５６に進み、そうではない場合は、プロセスはＳ５
８に進む。ステップＳ５６では、ＵＮＲＥＡＤ（未読）状態にあるＥＭＳがその時間パラ
メータに応じて昇順または降順にリストされる。ステップＳ５８では、ＲＥＡＤ（既読）
状態にあるＥＭＳがステップＳ５６と同様にリストされる。ステップＳ６０で、ユーザは
これらのリストから所望のＥＭＳを指定する。次に、プロセスはステップＳ７０に進み、
指定されたメッセージのコンテンツを表示する。
【００３２】
　図５は本発明による通信端末の例のブロック図である。通信端末１００は入力手段１０
２と、受信手段１０４と、記憶手段１０６と、変数作成および割当て、および初期化手段
１０８と、更新手段１１０と、表示手段１１２とを備えている。新規のメッセージページ
は受信手段１０４によって受信され、記憶手段１０６に記憶される。変数作成および割当
て、および初期化手段１０８はページのＲＥＡＤ（既読）／ＵＮＲＥＡＤ（未読）状態を
表す状態変数を作成し、新規に着信した各ページに前記状態変数を割り当て、変数をＵＮ
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ＲＥＡＤ（未読）状態として初期化する。更新手段１１０は、記憶手段に既に記憶され、
新規ページと同じメッセージに属している他の全ページの状態変数をＵＮＲＥＡＤ（未読
）に変更する。新規ページの着信情報は表示手段１１２に表示される。次に、ユーザはキ
ーボードのような入力手段１０２で命令を入力して、メッセージを読む。メッセージが読
まれると、更新手段１１０が読まれたメッセージの全ページをＲＥＡＤ（既読）に変更す
る。
【００３３】
　以下は一例である。メッセージのシーケンスがｍ４、ｍ１、Ｍ３、ｍ２、Ｍ４、Ｍ２、
の順に入力される。このメッセージシーケンスは２つのＥＭＳを含んでいる。第一のＥＭ
Ｓはキーワードｍによって表され、４ページからなっており、ｍ１、ｍ２およびｍ４はそ
れぞれＥＭＳの１番目、２番目、および４番目のページである。第二のＥＭＳはキーワー
ドＭによって表され、５ページからなっており、Ｍ２、Ｍ３およびＭ４はそれぞれＥＭＳ
の２番目、３番目、および４番目のページである。その時点で、２つのメッセージの双方
ともＵＮＲＥＡＤ（未読）グループに配列される。
【００３４】
　メッセージｍの最後のページが着信すると、一時的なスクリーンがポップアップして、
「新しいショートメッセージがあります」が表示される。ユーザが入力すると、メッセー
ジのコンテンツが図１Ｃに示す様に表示される。そして、ｍ１、ｍ２およびｍ４の状態が
ＲＥＡＤ（既読）に更新され、メッセージｍはＲＥＡＤ（既読）グループに再分類される
。メッセージＭは依然としてＵＮＲＥＡＤ（未読）グループにある。
【００３５】
　それ以降、ユーザはメッセージｍをＲＥＡＤ（既読）グループ内で見つけることができ
る。
【００３６】
　ページｍ３が後に着信した場合は、ｍ１、ｍ２およびｍ４のページは再びＵＮＲＥＡＤ
（未読）状態に更新され、メッセージｍはＵＮＲＥＡＤ（未読）グループに戻る。
【００３７】
　上記を要約すると、本発明では状態更新方法、通知方法、複合グループ化およびソーテ
ィング方法、および代替ストリング挿入方法が用いられている。より具体的には、状態更
新方法で状態変数が受信された各ＥＭＳページに割り当てられる。ＥＭＳの全ページはこ
れと一致して状態変数をＲＥＡＤ（既読）とＵＮＲＥＡＤ（未読）との間で変更する。Ｅ
ＭＳページが新規に入力されると、ＳＩＭカードに記憶され、新たなページと同じＥＭＳ
に属する他のページがＲＥＡＤ（既読）状態からＵＮＲＥＡＤ（未読）状態へと変更され
る。通知方法は２つの方法で実行される。ＥＭＳの最初のページまたは最後のページが着
信すると、呼出し音が鳴り、一時的なスクリーンがポップアップされ、「新しいショート
メッセージがあります」のような情報が表示される。いずれかのページが着信すると、プ
ロンプトアイコンが起動される。複合グループ化およびソーティング方法は本発明の表示
モード用に用いられる。この方法では、ページがＵＮＲＥＡＤ（未読）状態にあるＥＭＳ
はＵＮＲＥＡＤ（未読）グループに分類され、一方、ページがＲＥＡＤ（既読）状態にあ
るＥＭＳはＲＥＡＤ（既読）グループに分類される。各グループで、ＥＭＳは代表的なＴ
Ｐ＿ＳＣＴＳに応じて昇順または降順にソートされる。各ＥＭＳは同じメッセージリファ
レンスおよびＴＰ＿ＯＡを有する一連のページに対応している。その上、各ＥＭＳはペー
ジ番号に応じて昇順に表示され、欠落ページは特殊なストリングまたは記号に置き換えら
れる。
【００３８】
　本発明では、各ＥＭＳはＥＭＳ全体が削除された場合を除いては、既読であるか未読で
あるかにかかわりなく、また、破損されているか、されていないかにかかわりなくいつで
も見ることができる。ユーザは一時的なスクリーンが起動されるとＥＭＳを直ぐに読んで
もよく、またはＵＮＲＥＡＤ（未読）グループ、またはＲＥＡＤ（既読）グループから所
望のＥＭＳを見つけてもよい。ＥＭＳのコンテンツは分かりやすく表示される。これは人
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々の読む習慣と一致し、欠落したページを指示できる。ブラウザのダウンロードプロセス
と同様に、本発明では、ユーザはＥＭＳの全ページの着信を要求することなしに、連結さ
れたＥＭＳを少しずつ、ページごとに読むことができる。
【００３９】
　本発明はその範囲と趣旨から離れることなく、種々の修正と変更が可能であることが当
業者には理解されよう。したがって、本発明は添付の請求項およびそれらと等価の内容の
範囲内の修正と変更を包含することを意図するものである。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１Ａ】本発明による４つの表示モードの１例を示した携帯電話の概略図である。
【図１Ｂ】本発明による４つの表示モードの１例を示した携帯電話の概略図である。
【図１Ｃ】本発明による４つの表示モードの１例を示した携帯電話の概略図である。
【図１Ｄ】本発明による４つの表示モードの１例を示した携帯電話の概略図である。
【図２】ＥＭＳのデータ構造の概略図である。
【図３】本発明による着信ＥＭＳの管理プロセスのフローチャートである。
【図４】本発明によるＥＭＳの表示プロセスのフローチャートである。
【図５】本発明による通信端末のブロック図である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３】
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